ニュースレター20201
0 - コピー.docx

-0-

Contents
01

はじめに

02～ リスナーさまとカケレコのあゆみ
■カケレコのあゆみ
06 2010 年のカケレコ・ベストセラーTOP3！
15 2011 年のカケレコ・ベストセラーTOP3！
25 2012 年のカケレコ・ベストセラーTOP3！
27 2013 年のカケレコ・ベストセラーTOP3！
29 2014 年のカケレコ・ベストセラーTOP3！
34 2015 年のカケレコ・ベストセラーTOP3！
38 2016 年のカケレコ・ベストセラーTOP3！
45 2017 年のカケレコ・ベストセラーTOP3！
59 2018 年のカケレコ・ベストセラーTOP3！
71 2019 年のカケレコ・ベストセラーTOP3！
76 2020 年のカケレコ・ベストセラーTOP3！

■ライター・コラム 「私が CD 屋(レコード屋)をやるとしたら…」
10 舩曳 将仁
20 深民 淳
52 市川 哲史
77 後藤 秀樹

78

後記

-1-

20 周年記念冊子の発行にあたり、多くのお客さまからメッセージをいただいたこと、心よ
りお礼申し上げます。
メッセージ一つ一つを読みながら、多くのお客さまに支えられて続けてこられたんだな、と
実感しています。10 年以上に渡ってご利用いただいているお客さまも多く、本当に感謝する
ばかりです。
カケレコは、大学を卒業してすぐの 2000 年 4 月、「PIPER RECORDS」という名の、素人
感いっぱいのプログレ CD 通販サイトからはじまりました。新宿駅から高崎線で約 50 分、埼
玉県桶川市にある 6 畳のワンルームで、CD 数十枚からのスタートでした。
サイトは「ホームページビルダー」で自作したもので、今思うと、よくあれではじめたな、
と思うクオリティでした。でも、自信満々でした。当然、数ヶ月は全く売れず、貯金が底をつ
き、銀座の Web 制作会社でフルタイムのバイトをはじめました。
夜と朝にサイトづくりや梱包をやりながら、少しずつ軌道に乗り、1 年半後にアルバイトを辞
められた時の晴れやかな気持ちは、今も覚えています。
妻が手伝ってくれるようになり、そして 2009 年には、はじめて求人をしました。その後、
たくさんのスタッフがカケレコに関わってくれました。僕は、面倒見は良い方ではなく、でも
要求は厳しく、特にはじめの頃は、給料安いのにストイックさを要求し、ひどい店長だったな
ぁ、と思っています（今もその気はありますが）。
スタッフのおかげで、カケレコくんというキャラクターが生まれ、潮流図などデザインもで
き、数多くの特集記事も生まれ、最近では、国内盤の制作もできました。
これまでの 20 年という時間の中、お客さまとスタッフの人生の中に、カケレコが存在した
こと、していることを誇りに思いますし、
「ロック探求のワクワク」を変わらぬコンセプトに、
「カケレコ、そうきたか！」と皆さんを驚かせるような取り組みをやっていきたい、と思って
います。
これまでの 20 年に本当に感謝いたします。そして、今後もカケレコをどうぞよろしくお願
いいたします。
2020 年
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カケハシ・レコード

店長

田中 大介

こばやし さん

東京都在住

50 代

カケレコ歴：6 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルはプログレ、ハード・ロック。人生イチはキン
グ・クリムゾン＆RUSH です。アネクドテンも捨てがたい。小学６のときに聞いた QUEEN とキン
グ・クリムゾン、ディープ・パープルが人生を決めたといっても過言ではありません。
● 音楽遍歴
小６

姉の部屋で聞かされたキング・クリムゾン、ディープ・パープル、QUEEN で洋楽に
目覚める。「TV で聞くものと何か違う！」

中 1

バンドを始める。初めて弾いた曲は「HIGHWAY STAR」

高 1～3 バンドに傾倒 このころ RUSH と出会う。「なんじゃ、こりゃ」
大学時代 さらにバンドに傾倒。日本のプログレに開花。 新月、ページェント、美狂乱、そして
なんといっても Novela。プロ・ミュージシャン目指すも挫折。以降趣味で音楽を楽し
む生活に。
40 代

JAZZ に突如目覚める

50 代

アルゼンチン音楽に突如目覚める

● 音楽以外の趣味＝ラグビー＆釣り
● カケレコへメッセージ＝頼りにしています。
カケレコで出会った 1 枚
LA MASCHERA DI CERA 『肉の蝋人形』(2002)
PFM、IL Volo 以降に聞いた久々のイタリアン・プログレ。Key などのヴィン
テージ感がなんともいえませんでした。

ぜひ聴いて欲しい１枚
プログレではないのですが、ジャン・ミッシェル・ジャールの『ZOOLOOK』、
ケイト・ブッシュの『KICK INSIDE(天使と小悪魔)』、トーキング・ヘッズの
『REMAIN IN LIGHT』、ジョン・フォックスの『METAMETIC(メタル・ビー
ト)』が棺桶にいれてほしいレコードです。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
プログレを含む音楽のウイキペディア。
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らざふぉーど博士

さん

静岡県在住

60 歳

カケレコ歴：10 年近く

● 好きなジャンル/アーティスト＝英国ならば vertigo とか Charisma とか周辺と Genesis のピー
ガブ、ふぃるこり、らざふぉーど博士、バンクス先生、アンソニー仙人、はけっと先生全部。
BJH からクラトゥ、スタックリッジ、ウィグワムとかのほのぼの系。XTC からマーティン・ニュ
ーエル先生、ジェリーフィッシュとかのビートルズ遺伝子。IQ や GIZMO のポンプ系。セバスチ
ャン・ハーディー、サイボトロンのオセアニア衆。スプリット・エンズ、Cardiacs といった変態
系。Demon や Nightwing 当たりの NWOBHM なんかも聴いてしまう。節操なくてすみません。
● 音楽遍歴
小学生

姉貴の趣味でモンキーズ。

中学校

泉谷、陽水、拓郎、かぐや姫。ちらっとチューリップとガロ。同級生からビートルズ、
レッド・ツェッペリン、パープル。

高校生

Queen で目覚めて、クリムゾンではじけてプログレ街道まっしぐら。BJH や Argent
は自分で開発？して聴いて西海岸音楽は同級生の女の子にレコ借りて埋め合わせ。
いちおうメジャーとも接点持ちながら、フュージョンにも手を出して、ジャズロック
に興味持って(笑)混沌とした高校時代でした。

大

学

上京してエジソンやユニオンやケニーでレコ屋巡り。ユーロという魔境へ進出。
その一方で軽音女子からニューウェイヴとグラム聴いて一般の婦女子との距離感は保
つ努力しました。

就職して給料自由に使えたら、廃盤バブルの敵討ちみたいに買いまくって、CD 時代に突入しても
買いまくって、結婚しても隠れて買いまくって現在に至ってます。いちおう奥さんも娘も Genesis
と England は認めているみたいです。
● 音楽以外の趣味＝単行本を適当に。漫画なら星野之宣、諸星大二郎、大友克洋、鶴田謙二、諸
作家の作品。高寺彰彦さんが昨年ご逝去されて、大変ショックでした。スポーツ・ドキュメンタリ
ーとか記録誌を読むのも好きです。当然音楽関係のカタログ本、ムック本、市川哲史本も好きです。
●カケレコへメッセージ＝ずいぶんと長いおつきあいをさせていただいております。こちらの購
入はもちろんのこと、買取でも大変お世話になっています。こんな時代だからこそ、
「あの頃の時
代」を目を細めて振り返りながら、作品を眺め聴いていきたいと思っています。亡くなっていくミ
ュージシャンも多くなってきました。遺された作品に対するみなさんの気持ちを繋げる架け橋と
して、今後もお願いしたいと思います。
カケレコで出会った 1 枚
MINDFLOWERS 『IMPROGRESSIVE』(2002)
東京の後輩がカケレコで買えるから是非！とすすめてくれて、いやぁ東欧のジ
ャズロックの破壊力には参りました。Phlox / Talu にもビビりましたが、ジャケ
がちょっと…ねぇ(笑)
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ぜひ聴いて欲しい１枚
おおむかし、カケレコ・グリーティングでも書きましたが、クリス・トンプソン
はウェットンと並ぶ英国声と思ってます。XTC 系のマーティン・ニューエルも
同じく英国シナモン・ティー声です。彼らの歌声が聴ける作品、是非お勧めしま
す。っていうか、売れてほしいし、新譜を継続して発表してほしいという願い。
代表作はクリスなら Manfred mann's Earth Band『静かなる叫び』。マーティ
ンは『Greatest Living Englishmen』。あと Klaatu のテリー・ドレイパーもほのぼのメロトロン・
ポップを未だに(笑)やってくれてるので是非（この御方もプレス CD じゃなくなっちゃった）。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
モノにこだわるリスナーは私を含めてまだまだいます。DL だけの作品を独自に CDR 流通してく
れるお店になって頂ければ嬉しい。←CD Baby が CD 販売やめちゃったようですし、アマゾンの
オンデマンド CDR よりはパッケージをしっかり作ってくれるお店ができたらなぁ、と思ってます。

yoka

さん

福 岡 県在 住

57 歳

カケレコ歴：7 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝一番好きなのはニッポンのロックです。特にクリエイション
四人囃子など。カケレコを知ったのは日のプログレに興味をもってからです。
● 音楽遍歴
小・中学の頃よく聴いていたのはチューリップです。ミュージックライフを買い始めましたがレコ
ードを買えなかったので。洋学関係は音より情報の方が詳しくなっていきました。高校の頃は
クリエイション、バウワウ、プリズム、ネイティブサン、渡辺貞夫…ロック、クロスオーバー、
ジャズやはり日本人が好きでした。でもキッス はよく聴きました。47 歳頃、大阪の Magnet
notez というバンドをきっかけに日本の変拍子バンドに興味を持ち聴きました。
● カケレコへメッセージ＝大概のメールは読んだら削除するのですが、カケレコのは面白いので
残してます。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
IGZIT NINE『IGZIT NINE』(2003)
現在廃盤。大阪の MAGNETNOTEZ の前身バンドです。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
世界の音楽の情報基地。
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いわてっこ

さん

岩手県在住

61 歳

カケレコ歴：10 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝60 年代、70 年代のロック、フリージャズ。20 歳でヴァン・
モリソンの「テュぺロ・ハニー」すぐさま「アストラル・ウィーク」と出会う。
なんて素晴しい。それ以来ずーっと聴き続けている。そしてムーンライダーズ。
「青空百景」と「マ
ニア・マニエラ」の衝撃。何時までも何度でも何回聴いても感動。ミンガスやレイシーも、そうだ
ザ・フー、ザ・バンド、書ききれない。
● 音楽遍歴
13 歳
14 歳
15 歳
16 歳
18 歳

ラジオを買ってもらい洋楽に目覚める
ミュージック・ライフ（雑誌）を知る。デヴィット・ボウイ初来日
クラプトン、｛461 オーシャンブールバード」クイーン「クイーンⅡ」にはまる。
パープル、フロイド、EL&P などエアチェックで聞きまくる。
パンクロックの波が押し寄せる。テレヴィジョン「マーキームーン」。

上京して、輸入盤、カット盤、中古盤.を知る。
19 歳 山下洋輔トリオでフリージャズを知る。
20 歳 ヴァン・モリソン「テュぺロ・ハニー」、ジェフ・マルダー「ワンダフル・タイム」を聞
き惚れ込む。
23 歳 社会人になりザッパなどを大人買い。ムーンライダーズ「青空百景」にのめり込む
26 歳 帰郷したので、たまに上京しレコードを買う。
時代は CD へ。ボックスセットや、未発表曲を含む CD が数々発売。ボブ・ディランのブートレ
グシリーズには驚いた。カケレコを知りそのマニア度と安さに感激。
● カケレコへメッセージ＝中古レコード店を巡って、これはというレコードに出会う楽しさをネ
ットで味あわせてもらい、音楽を聞く喜びを提供していただきありがとう。
カケレコで出会った 1 枚
COUNTING CROWS『AUGUST AND EVERYTHING AFTER』(1993)
安かったので購入、聞いてびっくり。とても良かった。

♪ 2010 年のカケレコ年間ベストセラー TOP3
1 位：YARDBIRDS / LIVE YARDBIRDS FEATURING JIMMY PAGE
2 位：NO NAMES / NO NAMES
3 位：WISHBONE ASH / LIVE IN TOKYO 1978

当時の出来事や人気記事など WEB マガジンで公開中！
「カケレコのあゆみ～2010 年編～」https://kakereco.com/magazine/?p=47203
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頑固鳥

さん

東京都在住

41 歳

カケレコ歴：約 2 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルはメタルなのですが、特にお気に入りのバン
ドは Queen です。Led Zeppelin、Deep Purple、Black Sabbath、Uriah Heep など、いわゆる 4
大 HR バンドも愛聴しています。
● 音楽遍歴
13 歳
14 歳

X（現 X Japan）と出会い衝撃を受ける。
当時好きだった SFC のゲーム「伝説のオウガバトル」が Queen に影響を受けたと知
り『Queen Ⅱ』や「Bohemian Rhapsody」を聴き、Queen ファンに。
16 歳
洋楽 HM 系のバンドを愛聴するようになる。特に好きなのは、Helloween などジャー
マンメタル系バンド。
30～35 歳ごろ
おそらくジョン・ロードが亡くなったころからだと思うが、オルガンが特徴的なバ
ンドに興味を持つ。EL&P の『Tarkus』の狂暴なキーボード演奏に衝撃を受け、いわ
ゆる 5 大プログレバンドを中心に聴き始め、今に至る。
● 音楽以外の趣味＝音楽以外では、読書と怪獣特撮、ポケモンなどが好きです。
● カケレコへメッセージ＝いつもお世話になっております。日々楽しく買い物をさせてくださっ
て、とても感謝しています。買い物自体が楽しいというお店はまれなので、これからも頑張ってく
ださい。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
カケレコで出会った 1 枚
CICCADA『FINEST OF MIRACLES』(2015)
ジャケットが気になり、カケハシレコードさんに問い合わせてこの作品とバン
ドを知りました。女性ボーカルが印象的で荘厳な音が気に入りました。

ぜひ聴いて欲しい１枚
BLACK SABBATH『HEAVEN AND HELL』(1974)
名盤として名高い作品だとは思いますが、しばしばオジー以外の Sabbath は普
通で面白くないとの意見も耳にするので、あえてこれを。
Sabbath、Rainbow、Dio など数多く佳作に関わっているロニーですが、個人的
にはこの作品が特に好きで思い入れがあります。おりしも、昨日はロニーの命日
でもあったのでこの１枚を選びました。(2020/05/17 記)
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
やはり、CD やレコードなど、流通が難しくなってもフィジカルで買えるお店としてがんばってい
てほしいです。
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Perfect Crimson さん

埼玉県在住

39 歳

カケレコ歴：19 年位

● 好きなジャンル/アーティスト＝ロック、ハードロック/ヘビーメタル、プログレ、ジャズ、ブ
ルーズ、パンク/ハードコア、クラシック幅広く聴きます。ジャンルとして一番好きなのは、ハー
ドロック・ヘビーメタル(これが原点なので…)ですが、一番好きなバンドと言われたら、King
Crimson になります。コレクターズクラブはもちろん、40 周年記念の箱もの、(いけないけど買わ
ずにはいられない)海賊盤も合わせれば、King Crimson だけで数百枚になるでしょうか？
一番好きなアルバムは？と聞かれれば、
「太陽と戦慄」を選びますが、宮殿～最新作まで嫌いなも
のはありません。一般に不人気な「リザード」もいいアルバムだと思いますし、80 年代の 3 枚も
いいですよね。2015 年の来日時にに初めて生の演奏を聴きましたが、今まで行ったライブの中で
もダントツに素晴らしい演奏でした。2018 年も感動しました。今は、ひたすら新作を待っていま
す。King Crimson は常に進化を続けていることがその最大の魅力だと思います。それだけに、最
近のライブ・アルバムばかりという状況にはモヤモヤしています。現実的に、もうあと何枚もとい
うわけにはいかないと思います。もう 1 枚でいいから、偉大なバンドの幕引きに相応しい名盤を
作って、有終の美を飾って欲しいと思っています。そして、来日して欲しい！死ぬまでに、生で
Fracture を聴きたい！！でなければ、死んでも死に切れないと思っています。
● 音楽遍歴
13 歳?
15 歳
16 歳
17 歳
18 歳
19 歳

20 歳

27 歳?

32 歳

音楽の授業で聴いたラヴェルのボレロに感動し、初めて自分で CD を買う。以後、
しばらくクラシックを愛聴する(バロック音楽が好きでした)。
同級生の影響で Judy and Mary に夢中になる。
The Beatles の「Please Please Me」を買い、衝撃を受ける。
当時はお金もなかったので、毎日聴いていました
洋楽＝ヘビーメタルという謎の思い込みから、メタラーになる。
最初のヘビーメタルは Motley Crue の「Greatest Hits」。
デスメタラーになる。最初のデスメタルは Deicide の「Once Upon The Cross」。
一時はデス声じゃないと音楽を聴いた気がしませんでした。
Led Zeppelin や Deep Purple のような 70s ハードロックに目覚める。また同時期に、
私の人生を変えた 1 枚である Still Life の 1st「Still Life」と出会う。このアルバムが
なかったら、こんなに音楽を聴くことはなかったと思います。丁度、ユニバーサルか
ら紙ジャケで再発された時期でした。カケハシレコードさんを初めて利用したのも、
この頃だったと思います。当時は Piper Record という名前でしたよね？
ブリティッシュ・ロックの深い森に足を踏み入れる。この時期、ジャズに挑戦という
ことで、Charlie Parker の「チャーリー・パーカーの真髄」を買いますが、全く理解で
きず。また Cream つながりで Robert Johnson にも挑戦しますが、これまた全く良さ
が分からず、以後、10 年くらい、プログレ者として生きることになります。
イタリアン・プログレに目覚める。それを機に、それまでブリティッシュ限定だった
ところから、興味関心がヨーロッパ全域に広がります。またこの時期、もうメタルは
聴くことはないだろうとメタルは買わなくなり、ほぼ聴かなくなります。この時期か
ら 30 代前半までは、プログレを中心に、70 年代のロックを聴き漁ることになります。
また興味関心はヨーロッパから全世界に広がります。
Bill Evans の「Waltz for Debby」と Miles Davis の「枯れ葉」にノックアウトされる
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とともに、昔、よく分からなかった Charlie Parker に感動しジャズに興味関心が移る。
また同時期に、職場の同僚から X の素晴らしさを力説され、ヘビーメタル熱が再燃す
る。次第にプログレから遠ざかり始めるとともに、今まであまり聴いてこなかった(良
さが分からなかった)黒人音楽に接近し始める。
36 歳

38 歳

39 歳

40 歳~

Sylvester Weaver の「Guitar Rug」を切っ掛けにブルーズ(しかも戦前)にどハマリす
る。初めはラグ系からでしたが、今は荒っぽいデルタ・ブルーズが好きです。また漸
く Robert Johnson の凄さが分かりました。この時期は、ジャズ・ブルーズ・メタルの
三つ巴でした。
エレクトリック・マイルスの素晴らしさに気付く。この時期の Miles の音源は、72 年
～74 年の King Crimson と同じような破壊力とスリルに満ちていると思います。
Robert Fripp も影響を受けている気がするのですが、実際のところどうなんでしょう
か？
パンク/ハードコアをちゃんと聴いてみようと思い立つ(Ramones と Pistols くらいし
か聴いたことありませんでした)。Discharge、GBH、Dead Kennedys あたりがかっこ
いいなと思いますが、まだまだ初心者です。またクラシック熱が再燃しつつあります。
昔はあまり好きでなかったモーツァルトがとても好きになりました。ピアノソナタが
特にいいですね。
ソウル/ファンクやラップなどの黒人音楽に挑戦予定です。また J-pop を 1 つのジャ
ンルとして聴いてみようと思っています。

● 音楽以外の趣味＝スノーボード。最近は滑りに行く頻度は、だいぶ減りましたが、それでもワ
ンシーズンで 10 日弱は山で滑ります。オフは(埼玉県)嵐山にある屋外練習施設に行きます(近くで
しょうか？)。数年前に、そこで脱臼して大変な思いをしました。決して、うまくはありませんが、
ずっと続けてるとゆっくりですが、上達が感じられ「継続は力なり」って本当なんだと実感させて
くれます。元々は付き合いで始めたものでしたが、今では立派な趣味になったかもしれません。
サキソフォン。これは音楽に関するものですが、聴くだけではなく演奏もします。
自身で演奏する場合は、クラシックが一番楽しいです。美しいメロディが多いですから。美しい音
を出すということが、永遠のテーマです。
●カケレコへメッセージ＝最近は、興味関心が他のジャンルに移っているため、以前ほど購入する
ことはなくなりましたが、今でも毎日 check しています。いずれ、またプログレ熱が再燃する日
が来ると思っています。その時は、またお世話になると思いますので、よろしくお願いいたします。
カケレコで出会った 1 枚
AXIS『AXIS』(1973)
商品のページにある、
「クリムゾン『リザード』に通じる静謐な気品、
『太陽と戦
慄』ばりのテンションみなぎる変拍子」の紹介が気になり購入しました。
結果は、大正解。特に＃3 Materializing the Unlimited のなんと素晴らしいこ
とか！元ネタは「太陽と戦慄 part1」だよねとは思いますが、音に宿る緊張感や
破壊力は尋常ではなく、大音量で聴くと強烈なカタルシスが味わえると思います。また他の曲を聴
くと、クリムゾンよりも、カンタベリー・ロックを感じるものも多いですが、それもまた良いです。
-9-

ぜひ聴いて欲しい１枚
SESSION『UNIKUVA』(1974)
フィンランド出身、74 年の 1st(唯一作？) 。オルガンとギターを中心とした正
統派のジャズロックで、同時期のイギリスの一流どころと比較しても、遜色ない
完成度の高い演奏が全編に渡り繰り広げられます。オルガン・ギターはもちろん
ですが、ドラムも非常にタイトでよいです。楽曲は、即興主体の演奏でありなが
ら、一糸乱れぬ高速のアンサンブルは実に素晴らしく、甘すぎないメロディも含め、何度聴いても、
飽きません。またフィンランド語で歌われる歌は、どこか愛らしい響きで、それもまた魅力的です。
※Amazon で同じ内容の Review がありますが、私が書いたものです。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
音楽の好きな人を結び付けてくれる、あるいはその切っ掛けをくれるようなお店になってくれる
のではないかと思っています。同梱されて届くニュースレターやカケレコ・ストリートは毎回楽し
みにしています(送られてきたものはほぼ取ってあります)。正直なところ、音楽自体がマイナーな
趣味となってきており、私の周りには同じ趣味の人はほぼいません。ですから、同じ趣味の人が書
いたものが読めるのは非常に楽しいです。今回の記念冊子の完成もとても楽しみにしています。

ニー ル

さん

山口県在住

60 代

カ ケ レ コ 歴 ： 15 回 位

● 好きなジャンル/アーティスト＝60 年代、70 年代ロック、ＳＳＷ。カケレコ様の取り扱ってら
っしゃるジャンル全般。
● 音楽遍歴
映画音楽、ビートルズ、ストーンズ、～
Clapton～

、Wishbone Ash, アサイラム系、Swamp、

ブラックホーク系～ブルーノート 50 年代、ザッパ、～

英国フオークトラッド。

変わらず好きなのは Neil Young、Bob Dylan、、John Fogerty かな。
ここ最近は優秀な女性 SSW が多くて、よく聞いてます。Meg Baird、 Sara Jarosz、Basia Buratt
等々。
● 音楽以外の趣味＝プロ野球観戦。ドライブ。
● カケレコへメッセージ＝ホームページ楽しく拝見しています。応援してます。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
特定のアーチストに固定せず色々聞いて欲しいです。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
基本的にはＣＤは車で聞いて、家ではアナログです。本当に先が読めない時代になりましたね。
媒体は変わるかもしれませんが絵画や音楽や人の心を満たすものはなくならないと思います。
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≪文・舩曳 将仁≫ 「世界のジャケ写から」 担当
僕が音楽ライターを目指したのは、まだ世間に知られていない、しかし優れたアーティストや楽
曲の数々が世の中には五万とあって、それらにふさわしい地位を与えてあげるためだ。と偉そうに
書きたいところだが、音楽の趣味と実益が兼ねられるなら最高だよな～という、そんな軽薄な理由
が、音楽ライターになりたい動機の大部分を占めていたように思う。しかし現実はそんなに生易し
いものではない。そんな音楽ライターとしてのボヤキ節は、カケレコ・ニュースレターのコラム
「音楽ライターさんだ象！」で書かせてもらっている通り。音楽が好きであっても、音楽に携わる
仕事は並大抵ではできません。なのでカケハシ・レコードが、パイパー・レコード時代から数えて
創業 20 周年というのには、本当に頭が下がる思いです。これからも音楽ファンの元へ、数多くの
良質の作品を届けていただきたく思います。
その 20 周年記念誌に、
「自分で CD 屋をするなら、どんな店？」というお題をいただきました。
「自分の CD 屋」、音楽を趣味にする者にとって、これほど甘美な響きもないだろう。それこそ趣
味と実益を兼ねる理想のものであって、
「店の名前、何にしようかな？」とか「どんなジャンルを
専門的に扱うかな？」とか、これまでに何度も夢想してきたものだ。ところが、このお題をいただ
いてパッと頭に浮かんだのが、
「女性ヴォーカルもの専門店」だった。20 周年記念誌に、なんとい
う煩悩にまみれたことを。仮にも音楽ライターを自称するなら、
「文学作品に材をとった高尚なア
ルバム専門店」とか小難しいことを書く方がいいのでは？
いやしかし、今の気分に忠実に従うなら、
「女性ヴォーカルもの専門店」だ。プログレやフォー
ク・ロックから、フレンチ・ポップ、シンフォニック・ロック、ゴシック・メタル、もちろんポッ
プ・シンガーものやダンス・ミュージック、日本のアイドルとかも含めて、すべて女性が歌ってい
るものだけを集めた CD 屋。壁にはケイト・ブッシュやジュリアンヌ・リーガン、フランス・ギャ
ルやエイミー・リーなんかのポスターを貼って、店内では女性シンガーものの曲だけをかけ続け
る。これは毎日が楽しいだろうなぁ。
いやいや、そんなことを正直に書くと、カケレコ・ニュースレターを担当してくれている青山さ
んに白い目で見られそうだ。
「ウィリアム・モリスの壁紙をあしらい、エミール・ガレのランプを
間接照明で置いた優雅な CD 屋」とか書いた方が印象はいいに違いない。しかし、よくよく考えて
みると、自分が中古 CD＆レコ屋に行って物色している時に、思わず手を止めてしまうのが女性シ
ンガーものだったりするんだよな。まあ女性は偉大だということで、
「女性ヴォーカルもの専門店」
で。ついさっきまでプログレ・メタルに関する原稿を書いていて、男性ハイトーン・ヴォーカルば
かり聴いていた反動からかもしれないけれど。いずれにせよ、まだまだ夢想できそうなので、続き
は 30 周年記念誌で？！
趣味と実益を兼ねる CD 屋として究極なことを言わせてもらえば、店内にネコさえいたら品ぞ
ろえは何でもいいです。
「たまに店長が横になってネコと居眠りしています。その時は、そっとし
ておいてください」という張り紙を貼って。そんな気ままな CD 屋が理想かな？ まあ、創業して
１年ともたないだろうけど。
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きじゅ

さん

千葉県在住

50 歳

カケレコ歴：2 年ぐらい

● 好きなジャンル/アーティスト＝35 年間プログレ、特にシンフォニック系が好きで聴いてきま
した。思い起こせば当時エイジアとイエスにはまり、迷宮の旅が始まりました。
● 音楽遍歴
３５年前はとにかく今の様には情報も無く、レコード屋の貼りものやレコード帯を頼りに直感で
買っていました。ジャケ買いもして無駄遣いを良くしてました。その後はマ－キ－、ユ－ロロック
プレスで情報を漁り世界中の良さそうなシンフォニック系は聴いてきました。数えてみたら約
3000 枚位の所有になってました。もう死ぬ迄に全部聴き直すのは無理なのではないか？と思う時
がありますが、それでも新しい物も興味があります。視聴で選んで買えるのは助かります。
●カケレコへメッセージ＝今まで西新宿のお店とディスクユニオンで買ってましたがこれからは
カケレコ様で買います。何故ならば CD のビニールケ－スを付けてくれるからです。ここに CD へ
の愛情やア－ティストの作品への敬意を感じるからです。
カケレコで出会った 1 枚
メキシコの CAST
昔はポンプ系が苦手でした。その為、最近まで全く興味も沸かずノ－マ－クでし
たがカケレコ様の視聴のお陰で出会う事が出来ました。

ぜひ聴いて欲しい１枚
私個人的には NICK MAGNUS 大先生のアルバムが感性に合っている様で何回
聴いても感動します。美しさと音の深さと決して重苦しくならないあの感じが
たまらなく好きです

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
最近は大ヒットする曲も生まれにくい時代ですね。選択肢が多過ぎる分出会う可能性も低くなっ
てしまいます。こんなに素晴らしいジャンルでありながらマニアにしか拡がらないのは寂しいで
すね。それでも信念を持って続けて下さい。クラウドファンディングで応援します。
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STAFF COLUMM

文・店長

田中

日本は幕末！？ カルカッシ・ギター教則本
最近クラシックギターを弾いています。高校生の息子が入部した古典ギター部。
彼らが参加した演奏会で、ゲストとして弾いたプロの演奏に魅せられたのがき
っかけです。やってみて、歴史の深さに驚きました。あの『禁じられた遊び』のテーマ曲
が作られたのは 19 世紀。その頃のギター教則本もなんとまだ使われています。『カルカッ
シ・ギター教則本』の慣れない五線譜に四苦八苦しながらも、ロマン感じる豊かな時間を
過ごしています。

yakitoriya さん

愛知県在住

56 歳

カケレコ歴：4 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝(いわゆる)“ジャズロック” 的なモノを追い続けてきました。
17 歳の時某 NHK-FM のクロスオーバーイレブンという番組でハットフィールド・アンド・ザ・ノ
ースの “マンプス” 組曲を聴いてガツンとヤラれました。『ロッターズ・クラブ』は自分にとって
は今だに特別なレコードで、これを超えるものには出会えていません。
● 音楽遍歴
13 歳

FM を聴くようになり洋楽をいろいろ知る。クイーンにハマり、最初の購入アルバム、
『オペラ座の夜』。ディープ・パープル『イン・ロック』でハードロックの洗礼を浴びる。

14 歳 リアルタイムで聞いたレインボウ『オン・ステージ』 のコージー・パウエルの２バスド
コドコにヤラれ、ドラムを始める。
15 歳 イエスの『イエスソング』にヤラれてプログレ方面にも進む。キャブテン・ビヨンドの
1ｓｔに衝撃を受けバンドを組んでコピーする。
16 歳 リアルタイムで購入した『U.K. (憂国の四士)』でビル・ブルーフォードの虜になり彼の
過去の参加作品を追いかけるようになる。
17 歳 ハットフィールド・アンド・ザ・ノース『ロッターズ・クラブ』の購入からカンタベリ
ーファミリーツリーをたぐってカンタベリー系を聞きまくる。
18 歳 民放系 FM で「ユーロロック特集」というのをやり、オザンナを聴いて得体のしれない
恐怖におののき、イタリアンロックアレルギー体質になる。
19 歳 某レコード店でアルバイトを初め、洋邦雑多なジャンルの音楽に触れる。バイト先の近
所にあった中古レコード店に毎日入り浸りレコードを漁る。
20 歳 大学の音楽サークルでジャズロックやプログレを演奏しようとするが、だれも賛同して
くれず、孤独悶々とした学生生活を送る。
21 歳 憧れの東京へ遊びに行き、某新宿レコードで地元じゃお目にかからないレコードや聞い
たことのない海賊盤を見て感動する(おのぼりさん)。
22 歳 社会人になり給料の殆どをレコードやコンサートに散財する。
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34 歳 憧れの東京へ転勤となり、六本木 WAVE やディスクユニオンに足しげく通い、ピットイ
ン等のライブハウスで音楽三昧の日々を送るが、慣れない都会の生活で体を壊し(バチが
あたり)退職・帰郷する。
35 歳 ロンドンに遊びに行く(Reckless Record でレコードを漁り 、パブで Paz、ジョン・エ
スリッジ＆セオ・トラビスのライブを見る事が出来た)。
現在

自営業の仕事の傍らネットで昔買いそびれたレコードや再発モノを探しては購入してい
ます。断捨離どころか物欲は果てしなく続く．．．。

● 音楽以外の趣味＝ウルトラ怪獣名鑑フィギュアのコアなコレクターです(市川さんの出された
本も持ってますよ～)。レコードに CD にフィギュア、そしてその関連書籍とくれば 絶えず置き場
所との闘いとなり、モノ集めのオヤジはいつも家族から避難轟轟の日々です。
● カケレコへメッセージ＝僕の遺書には、僕が死んだら今までため込んだ CD やレコードは全部
カケレコにカケハする様に、と書いておきますので 高価買取りのほど 宜しくお願いしま～す(笑)。
カケレコで出会った 1 枚
FOURTEEN OCTAVES『FOURTEEN OCTAVES』(1975)
英米一辺倒だった自分にイスライルやスペイン等の素晴らしい作品をカケハ し
てくれたのがカケレコでした。ぐっと自分の世界が広がりました。有難う。
自分の嗜好するジャズロック(的な)は技巧派なだけではなく、抒情性やドラマテ
ィックな展開のあるもの(あ～、言い方がなんて野暮ったい)なので、これはどス
トライクでした。レコードも買っちゃいましたよ(笑)。
ぜひ聴いて欲しい１枚
ANGEL ONTALVA 『浮世 (MUNDO FLOTANTE)』(2012)
彼や彼のバンド OCTOBER EQUUS をチェンバーロックと思ってスルーしてい
るカンタベリアン諸氏、もったいないっす。是非ご拝聴されてみて下さい。
小生、個人的には ANGEL ONTALVA の事を故 PHIL MILLER の後継と勝手に
指名しております(だからどうしたって？スミマセン．．．)。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
ビンテージ(中古)のレコードや CD を扱いつつ(パッケージのニーズは我々世代以下でも無くなる
事はないと思いますよ)、BandCamp みたく世界中のマイナーだけど質の高い作品(プログレやジャ
ズロック等に特化して)を作っているミュージシャンを発掘して配信で支援していくとか。アーテ
ィストとお客とのカケハ、お客とお客とのカケハはこれからもずっと続けていって欲しいです。
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ブッチ 54

さん

栃木県在住

66 歳

カケレコ歴：10 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝ブリティッシュ・ロック＆フォーク、アメリカンロック＆フォ
ーク etc。英国系ではフェアポート・コンベンション、ジェリー・ラファティー、アイリッシュ系
など数え上げたらきりがありません。アメリカではＣＳＮＹやイーグルス、ダン・フォーゲルバー
グなど、これもいろいろありすぎて＾-＾曲によって聴くこともあるし、アルバム単位ということ
もあります。その時々の自分史との関りが強いのだと思います。
● 音楽遍歴
小学生の時のテレビの影響で洋楽を聞くようになりました。
その後は、その時々の好きなアーティストを良く聴くようになっていきました。
● 音楽以外の趣味＝スポーツ：フライングディスク関係
● カケレコへメッセージ＝一般的には知られていなくて、素晴らしいミュージシャンはたくさん
いるので、そのような音楽をこれからも紹介してもらえればと思います。
カケレコで出会った 1 枚
ニック・ドレイク
彼のどの作品も素晴らしく、彼の人生そのものが曲となり、私たちに人生を考え
ることを教えてくれました。

ぜひ聴いて欲しい１枚
ERIC ANDERSEN 『STAGES: LOST ALBUM』

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
ダウンロードが主となってもレコードが亡くならないように、ＣＤもジャケットを含めたトータ
ルとしての需要は無くならないと思います。
♪ 2011 年のカケレコ年間ベストセラー TOP3
1 位：PUBLIC FOOT THE ROMAN / PUBLIC FOOT THE ROMAN
2 位：YARDBIRDS / LIVE YARDBIRDS FEATURING JIMMY PAGE
3 位：LOVE LIVE LIFE + ONE / LOVE WILL MAKE A BETTER YOU

当時の出来事や人気記事など WEB マガジンで公開中！
「カケレコのあゆみ～2011 年編～」https://kakereco.com/magazine/?p=47527
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Waterbearer

さん

千葉県在住

40 代

カケレコ歴：10 年以上

● 好きなジャンル/アーティスト＝最近は「プログレッシブ」というスタイル・手法が好きなのだ
と思うようになった。80 年代初頭のポンプロックに始まり、現代に至るまで数多くのバンドがデ
ビューしていったが、なかなかグッとくるバンド・アルバムに出会えていないのはなぜだろうと思
っていた。さしあたりの結論としてバンドがベースとして持っている音楽のスタイルに独自の手
法を導入するというのが私の中で「プログレッシブ」なのであって、ジャンルではなくスタイルな
のである、と。そういう中でアルバムごとに表現スタイルを変えていきながらも根がしっかりして
いるのが KING CRIMSON と GENESIS そして YES なのではないか。ここでの「根」は、聴かせ
て耳に残る印象的なメロディ、ある意味「ポップさ」なのである。世界各国多くのフォロワーを輩
出しながらも本家を消化しきれず、これらのモノマネの域を脱していないのはここにある。
● 音楽遍歴
11 歳

MTV の影響で洋楽を聴くようになる

13 歳

中学でバンド。Key 担当で JOUNEY、DP、HEART、VAN HALEN を演る

14 歳

先生から BOSTON の LP を借りたのをきっかけに「音作り」に興味を持つ

15 歳

新聞配達で稼いだお金をレコードに費やす。なぜか高校受験は合格。

16 歳

バンドはせず聴き専に。プログレリスナー仲間ができる。

17 歳

通学途中に輸入レコード店があり、毎日通ってはいろいろ教えてもらう。

18 歳

就職したのをきっかけに購入資金が潤沢になる。

40 歳代

この歳になってから NEIL YOUNG、TRAFFIC、BLACK SABBATH 沼にはまる。

現在

高校時代に通ってた輸入レコード店の品揃えを思い出しながら購入中。

● 音楽以外の趣味＝ワーカホリックです。料理も好き。普段の 3 食をちゃんと作ることが使命だ
と思っています。古い自作 PC に手を入れるのも好き。
● カケレコへメッセージ＝レビュー投稿欄の機能を修正して欲しい。あといつか社員にしてくだ
さい。
カケレコで出会った 1 枚
ALMENDRA 『EL VALLE INTERIOR』(1980)
2019 年にカケレコのキャンペーンでもらった（スタッフの佐藤さん、ありがと
う！）１枚。発表年が 1980 年という年もいい。この頃は全世界的にプログレ衰
退絶頂期で、没落＆解散か路線変更かという情勢。このバンドはアルゼンチンの
4 人組でカケレコスタッフのレビューでは AOR って書いてあったと思うが、1
曲目からヘンテコなリズムなのだがメロディは飄々として妙にクールなのだ。絶対これ AOR なん
かじゃないと思うしかないところも GOOD。アルバム全体に感じるのは南米という暑苦しい（！）
イメージではなくボサノヴァにも通じる涼しさで、木陰や軒下、縁側が似合う。このバンドの詳し
いデータを持ち合わせていないが、おそらく JAZZ の心得があると見た。聞き流すもよし、メロデ
ィを追うのもよしの１枚。
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ぜひ聴いて欲しい 1 枚
LED ZEPPELIN『MOTHERSHIP』
LZ 現役時代の全作品を一通り聴いてから聴いてほしい。Jimmy Page によるリ
マスターここに極まれり、である。安いラジカセ、MP3 に変換してステレオイ
ヤホンで聴く、あるいは車に標準装備の CD プレーヤー＋スピーカーで聴くと
その違いがはっきりする。オリジナル発表当時と現代のリスナーのライフスタ
イルが変化しているわけだからそれに合わせてミックスをすべきという Page の意思を感じる。も
ちろんいつもお使いのステレオセットでもその違いがはっきり出る。特に低音量時を試していた
だきたい。音楽のスタイルはともかく、つい最近録音された？と思ってしまうほどクリアで音の粒
立ちがはっきりしている。曲のセレクトもよいと思う。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
かといってダウンロード販売オンリーになることもないと思う。レトロなメディアは生き残るだ
ろう。光学ディスクが流通しない時代を考えると CD ではなく、中古アナログディスク店になるか
もしれない。あとは CD が聴けない（もうハードウェアがない、と想定して）お客様に CD→デー
タ変換サービスをやっているかもしれない。加えて CD プレーヤーの修理請負とか、状態の良い中
古 CD プレーヤー販売もありなのではないだろうか

たすけ

さん

新潟県在住

58 歳

カケレコ歴：10 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝60 年代、70 年代の英米ロックです。かつてプログレ小僧であ
りましたが、同じパターンが延々続く収集人生に嫌気がさし、米国南部やブルーズ、ブリティッシ
ュ・ハードを聴くようになりました。ハードロックの要素があれば、グラムでもパンクでもトラッ
ドでもいけます。30 枚以上所持しているのはリトル・フィート、ヘンドリックス、ステイタス・
クオーです。
● 音楽遍歴
08 歳 タイガース、スパイダース、テンプターズ
12 歳

カーペンターズ、桜田淳子

15 歳

ビートルズ、ピンク・フロイド、ローリング・ストーンズ

17 歳

ディープ・パープル、ユーライア・ヒープ、スイート

18 歳

レッド・ツェッペリン、キング・クリムゾン

20 歳

英国ニューウェーブ

22 歳

デイビッド・ボウイ、ベルベット、ドアーズ、トッド・ラングレン

28 歳

ロックから足を洗う

48 歳

70 年代オールド・ロック再開、パイパー・レコードと出会う

58 歳

カケレコ・サイトにレビューを定期的に投稿、アマゾン・レビュワー引退
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● 音楽以外の趣味＝畑仕事（特にサツマイモとスイカの栽培に魂をささげています）。キャンプ
（ひとり自家用車で新潟熊本を往復したことあります、40 代で）。燻製づくり。そば打ち、うどん
打ち（全くの素人です）。ヨーロッパ映画、ウーピー・ゴールドバーグ、菅田将暉。小松左京。日
暮りん。
● カケレコへメッセージ＝カケレコさんがなければリスナー人生は、早々に終わっていたと思い
ます。今ではレビューを書くのが、生活の一部になっておりまして、日々張りのある生活を送れる
のはカケレコさんのおかげ。22 時まで残業して帰っても、ふらふらの頭でレビューを書き続けて
います。
カケレコで出会った 1 枚
BOB SEGER SYSTEM『RAMBLIN' GAMBLIN' MAN』(1968)
とにかく売っているディーラーさんがカケレコさんしかありませんでした。
永遠のロックンロール音頭だと思っています。

ぜひ聴いて欲しい１枚
STEPHEN STILLS『STEPHEN STILLS』(1970)
CSNY だとかウッドストックだとかカリフォリニアだとか、いらない情報をカ
ットして聴いてほしい骨太の名作です。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
それでも CD を売っていると思います。

STAFF COLUMM

文・スタッフ 田中(み)

ハイキングはじめました！
年のせいか、最近ウォーキングしたいなと思い、ハイキングを始めました。
トレッキングシューズも購入し、近くのハイキングコースを調べてとりあえ
ず初級者用から歩いています。以外と初級者用とはいっても体力がないのでバテ
ててます。以前は車でしか通ったことない町も歩くと新しい発見があって楽しいです。
野の草花や普段は聞けない鳥の鳴き声に癒されます。
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toshi

さん

静岡県在住

68 歳

カケレコ歴：4 年位前から

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルは、60～70 年代の Rock です！最初はやはり
Beatles で、beat 系のグループにはまりました！特に Kinks が大好きになり、50 年以上にわたっ
て思い入れのあるグループです。ray の作り出す歌詞やどこか哀愁のあるメロディーに魅力を感じ
ます！特に 65～77 年に発表したアルバムは最高でした。その他英国のグループはジャンル問わず
好きですね！カケハシレコードさんのおかげもありましてかなりニッチなグループの音源も、集
めることができました！
● 音楽遍歴
11 歳

ラジオで洋楽ヒットを聞き出す、クリフリチャード、プレスリー、ロネッツ、ロ
イオービソン等。

12 歳

ビートルズ、ビート系グループ。最初のビートルズの購入レコードはツイスト&
シャウト。ちなみにキンクスはエンドオブザデイでした！(買ったのは後年です
が)

17 歳

英国のプログレ系に目覚める。やはりピンクフロイド、マクドナルド&ジャイル
ス、ナイス等。

20 代～30 代

段々とマイナーなグループに気が移り、中古レコード屋を周り、輸入盤を入手す
るようになった。キャラバン、チッキンシャック、サードイアーバンド、まだ、
当時は国内盤がまともに発売されないグループを集めてました。

40 代～現在

ジャンル問わず、集めてます。特に若い時はほとんど買わなかったソフトロック
系、日本のロック(GS,ナイアガラ関連、プログレ)ジャズボーカル等も集めてい
ます。

● 音楽以外の趣味＝映画鑑賞です。洋、邦画ともに好きです！最近は邦画のクラッシックな作品
を観ています。溝口健二の雨月物語、衣笠貞之助の地獄門とか何故か、平安時代を舞台にした作品
にはまってます。両方とも京マチ子がヒロインでしたね！もちろん、羅生門も観てますよ！
● カケレコへメッセージ＝いつも、貴重な情報をきめ細かく発信して頂き感謝しております！私
のような地方在住の者にとっては、毎回中古、新品の入荷情報を見るのが本当に助かるのです！前
は他社の通販も利用してましたが、カケレコを利用したら他はいらなくなりました。私の好きなジ
ャンルは全て揃いますから！今後もニッチな作品をディープに紹介してください！また、丁寧な
梱包も毎回感謝しております！スタッフの皆様のお気持ちが伝わってまいります。今後ともお身
体に気を付けて、ご活躍されますよう願っております！
カケレコで出会った 1 枚
フェアフィールドパーラー、ベガーズオペラ等
名前は知ってたが、音源聴いて購入したのは、フェアフィールドパーラー、ベガ
ーズオペラ等です！やはり、プログレ系は専門ですから充実していて、スタッフ
の皆さんのコメントを参考にしています！今後は、イタリア、フランスのプログ
レも聴いてみようと思います。
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ぜひ聴いて欲しい 1 枚
KINKS『PRESERVATION ACT1』(1973)
この作品は、KINKS ファンの人でも結構苦手だと言う人も多くいるようです。
私は大変好きなアルバムで、当時訳詞をみながら毎日聴いた記憶があります！
テーマが社会性が多分に含まれていることもあり、取っ付きにくい感もありま
す、しかし音楽性をみると多様な音楽の詰め合わせで、楽しいのです！
ロックンロール、フォーク調、キャバレーミュージック、得意のお昼寝ソング等
KINKS の色々な面が溢れております！ロックオペラの代表作だと思います

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
CD が失くなることはないと思いますが、もしそのような時代がきても、カケハシレコードは買い
取り、販売を続けているのではまた、して欲しいです！音楽はダウンロードして聴くことはできま
すが、ジャケットや解説も含めた１つのパッケージとしての作品にしてこそアーティストの事が
理解できると思います！カケレコが全国のリスナーの架け橋になって、CD を流通してくれる事を
願っています。もう、新作はなくてもいいです！ロックが生まれて半世紀以上たってほとんど、出
尽くしているのでは？私には今までの音源があれば十分です！

しろあん

さん

東京都在住

60 歳

カケレコ歴：20 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝基本的に女性ヴォーカルが大好物です。なのでジャンルは問
わず、フォークロック、プログレ、ブルース、サイケ、ジャズなどなど。
Jane Getz、Mary-Anne、Linda Hoyle、Chris Harwood、Shelagh McDonald、
Sandy Denny、It's A Beautiful Day、Renaissance、Savage Rose 等々。
現在進行形はブルース・ギター・ウーマン Samantha Fish がお気に入り。

● 音楽遍歴
中学～高校で、頭脳警察、ジャックス、Yes、四人囃子、カルメン・マキ＆OZ、キングクリムゾン、
CAN、Jefferson Airplane、Doors、Pentangle、It's A Beautiful Day。
70 年代後半から 80 年代初頭に Punk, New Wave に没頭しながらも、深遠なブリティッシュ・フ
ォークロックとアメリカのサイケ、ドローンの世界にはまる。
1990 年以降は、オールジャンルで女性ヴォーカル一途な感じでですね。
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≪文・ 深民 淳≫ 「音楽歳時記」 担当
基本怠け者なので昔で言うところのレコード店をやろうなどと考えたことは一度もない。だか
らやらない、と言うのが正味の話なんだけど、それじゃ原稿料いただけないので考えた次第。
何を考えたかというと、最近人から聞いて驚いたことがことの発端。ユニバーサル時代に担当し
ていた某スーパースターに関すること。詳しくは書けない、かなり差し障りがある問題だからだ。
その人は昔、そんな素晴らしいことがあったんですってね、と美談として認識しているようだった
が、実際は全く逆で、僕から見ればこいつ、人の不幸を自分のプロモーションに利用しようってい
うのかという噴飯ものの話だったわけだが、歴史の中では美談になってしまっていたのだ。
昔から歴史の話に関しては懐疑的だったのだが、自分が関わってきた音楽の世界でも様々こと
が誤解・記憶違い・恣意的改竄により事実と異なることが正史になってしまっていることが実は結
構あるのだ。リアルタイムではバカな与太話として大笑いしていたことが、いつの間にか事実とな
っていてビックリということが多い。
人の記憶はうつろいやすく、歴史は勝ち組の都合で書き換えられていく。そこでだ。もし自分が
カケレコのような中古も扱うショップをやるとしたら、個人でコレクションしていく絶対量をは
るかに超える作品と接する機会が間違いなくできる。個人収集が 1 だとすれば、それは簡単に 10
にも 100 にもなるだろう、確実に。個人収集では限界のあるデータの集積が飛躍的に拡大する。
僕はそうなったらひたすら作品に記されているクレジットをデータ化していく。オリジナルのク
レジット、再発時のクレジットひたすらデータベース化して売っている商品に紐付けしていく。そ
んなの Discogs や Wiki に任せておけば良いだろうとほとんどの人が言うだろうが、不特定多数の
人間が関わるデータベースには必ず恣意的なデータが混じってくる。ウイルスみたいなものだ。
一方、ショップが作り上げるデータベースは Discogs や Wiki に比べりゃ慎ましいものだが濁っ
た大河にならず清流状態をキープできる。作品に記されたクレジットが意図的に改竄されていた
らそりゃ厳しいが、かなり精度の高いデータベースが構築されていく可能性は高い。
それはやってみたい気がする。こう言うことを思うようになったのは仕事でやっている KING
CRIMSON のレーベル DGM が運営するコレクターズ・クラブのアーカイヴの発展の歴史をリア
ルタイムで見てきたことが大きく影響している。最初はブートレグで金儲けしようっていうのか、
と冷たい目で見ていたが、デヴィッド・シングルトンとアレックス・マンディが信念を貫き現在に
至り、今やこのアーカイヴなしには CRIMSON の歴史を紐解くことは難しい、絶対的なデータベ
ースとなった。
クレジットの集積に意味があるのかと訝る人もいるだろうが、捻じ曲げられた歴史の集積より
は個人的には意味があると思う。まぁ、それをやるためにショップを立ち上げようということ自体
が本末転倒だろう。まぁ、僕はカケレコ・スタッフの商品説明を読みながら「ゲゲ、これ CAMEL
に似ているというのは、これは犬みたいな猫です、っていうのと同じだろう」とツッコミを楽しむ
くらいが関の山なんですけどね。
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ほにょ

さん

石川県在住

47 歳

カケレコ歴：約 3 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝あんまりジャンルにはとらわれていない、というか、ロック→
歌謡曲→ファンク→カントリー→フュージョン→ゴスペル→ジャズ→ヒップホップ→クラシック
その他もろもろを、代わる代わるルーティーンで聞いてるような気がします。ロックの中でもプロ
グレだったりグラムだったりカントリーロックだったり産業ロックだったり、ルーティーン内ル
ーティーンがありますね。あ、部活で吹いていたのでベースパートの楽器がチューバだと無条件に
嬉しいです。好きなアーティストは？と聞かれて反射的に名前がでてくるのはドクター・フック、
ムーディ・ブルース、そしてマンフレッド・マン'ズ・アースバンド(MMEB)、エマーソン・レイク
＆パーマー、そしてトニー・ケイです。
● 音楽遍歴
～ 幼少期 ～
物心つくとともにマスコミからいろんな音楽を浴びて育つ。
「ひらけ！ポンキッキ」で唐突に流れ
るビートルズ「プリーズ・プリーズ・ミー」のハーモニカに恐怖し、グレン・ミラー「茶色の小瓶」
のホーンに喜ぶ。ラジオから流れてきたドクター・フック「ベター・ラブ・ネクスト・タイム」や
リチャード・サンダーソン「愛のファンタジー」、本屋で流れていたエイジア「時へのロマン」に
耳を奪われ、家族対抗歌合戦で誰かが歌ったエノケン「洒落男」に目を見張る。ナック「マイ・シ
ャローナ」のリズムが癖になる。小学校の行き帰り、ニック・ニューサ「サチコ」をばんばひろふ
みの曲だと勘違いしたまま歌っていた。
～

思春期

～

同じ部屋で寝起きしていた兄が文明の利器・ラジカセを買ってもらい、目の前の世界がパッと広が
る。
「フランク、ライザ＆サミー」の TV 放送をエアチェックしたテープを、擦り切れるほど聴く。
地元のレコード店の店長が DJ を務める FM 番組を聴くようになり、３ムスタファズ３で爆笑す
る。世間のいろんな場所で流れている BGM の多くがフルーツケーキというバンドの演奏によるも
のだとか、産業メタルやブラコン一色の中に流れてきたムーディ・ブルース「ユア・ワイルデスト・
ドリームス」の鼻声にカルチャーショックを受ける。そのままラジオの深夜放送にはまっていき、
ユーミンの ANN ですかんちと出会っては寺内タケシ御大の「だからナンなんだ!!」で悶絶する。
そしてすでに隠遁状態だった河合その子のメロディメイカーぶりに気がついてしまう…そして、
CD というものを買うようになる。
初めて買った洋楽の CD は、やはり FM で存在を知ったフランスのロックスター、ジャン=ジャッ
ク・ゴールドマンの「JJG-グレーの世界」。しかし JJG は元タイフォンだし、ムスタファズのサバ・
ハバスの正体はキャメルのコリン・バース、河合その子の LA 録音盤に曲を提供していたのはポー
ル・ガービッツと、遅かれ早かれカケレコ的な世界には縁があったのだと思う。その一方で内山田
洋とクール・ファイブのセンチュリー盤をドキドキしながら買ったりして。
～

上京、その後

～

せっかく地元を出て地方の私大に進んだのに、早々にホームシックにかかりノイローゼ気味の
日々を過ごす。なぎら健壱の「さすらいのばくち打ち」がその頃の BGM。そんな中、ELP「ライ
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ヴ・アット・ロイヤル・アルバート・ホール」で爆笑し、イエス「トーク」と出会い、地元のラジ
オ局のイベントに参加するようになったりして目の前の世界が開けてくる。
そして MMEB 「ロアリング・サイレンス」を探していた縁で、以後 10 年に渡ってある輸入盤店
との付き合いが始まる。そのご主人からアルヴィン・スターダストを初めとするグラムロックの真
髄を教わり、イギリスや欧州に注文した CD が、運が良ければ数ヶ月で届くのを待つ日々に馴れて
いく。でもこの時期だからこそ買えた CD や聴けた音楽がたくさんある。
その後も音楽以外を含めたいろんなジャンルに浮気しながら、世の中の変化に居場所を奪われつ
つ現在に至っている。
● 音楽以外の趣味＝地元のラジオを聴くこと、あてもなく外を散歩すること、回転寿司の新ネタ
をチェックすること、そして寝ることですね。こうして書き連ねるとクリエイティビティの欠片も
ないな。昔はゲームもよく(音楽そっちのけで)よくやりました。当時プレイステーションというゲ
ーム機は「デジタル映像のシンセサイザー」を標榜していましたが、僕が入れ込んでいた PC-FX
というゲーム機は、さしずめデジタル映像のメロトロンでした。というか、そうだと気が付いて初
めて興味が湧いてきたんです。それ以外には NHK の「電子立国・日本の自叙伝」や安藤健二さん
の「封印作品の謎」シリーズのような近代史の検証本もよく読みます。自動車やプロレスなどの懐
古記事も好きなので、今回の市川哲史さんのＵインター話はツボでした。
● カケレコへメッセージ＝いつも本当にありがとうございます。入っているミニコミ紙や梱包の
丁寧さなど、買う側への心遣いが素晴らしいお店だと思います。もちろん、今後も利用させていた
だきます。よろしくお願いいたします。
カケレコで出会った 1 枚
ZAZU『ZAZU』(1975)
スティクスが抜けた後のウドゥン・ニッケルが夢よもう一度と売り出したグ
ループですが、まさに埋もれた名盤だと思います。テクニカルだけど暑苦し
くなく、イーグルスやシルバーみたいに売れてたって不思議じゃない。
ぜひ聴いて欲しい１枚
ジャッキー吉川とブルーコメッツ 『 シンデレラ 』 (1973 EP
レコード会社をビクターに移籍し、大幅なメンバーチェンジで起死回生を図っ
ていた頃のブルコメ。リードボーカルが女性二人で作曲が都倉俊一さんという
こともあり、ピンク・レディー「UFO 」のプロトタイプとも言われています。
でも、ヘヴィなブラスセクション、華麗なストリングス、どこまでもクールな二
人のヴォーカル、そして全体をビシッと引き締めるジャッキーさんのドラム…どこを取っても格
好いいという言葉しか出てこないはんです。亡きジャッキーさんにとってブルコメのビクター時
代はけしていい時期ではなかったのでしょう。最後のアルバムはインスト企画もの「ディスコ大作
戦」だった。。でもそろそろ、このインストバンドになる前の時期だけでもいいから CD として纏
めてもらえないかなぁ…と、追悼の想いを込めて思います。
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Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
アナログのレコードが完全に姿を消すことはなかったように、CD がこの世から完全になくなるこ
とはそう簡単にはないと思います(プレーヤーがいつまで造られるのかという問題はありますが)。
そういう意味で、カケレコの存在意義はマニアの拠り所としてますます増していくと思います。遅
かれ早かれ、ハード(CD プレーヤーやオーディオ)も自社ブランドで扱うようになると思います(す
でに取り扱い中でしたらごめんなさい)。
でも個人的には、オンラインではなく実店舗の街の小さなレコード屋さんが滅びつつあることが
ものすごく残念です。10 代の多感な時期にとって、場としてのそういうレコード屋さんの存在っ
てものすごく大事だと思うんですよね。

＠64

さん

10 代

カケレコ歴：半年

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルはプログレで、好きなアーティストは Camel
です。Andrew Latimer のギターの音色や温かみのあるヴォーカルがとても気に入っています。
● 音楽遍歴
12 歳 Queen が初めて聴いた洋楽アーティスト。"The Show Must Go On" の迫力に感動。
16 歳 Yes の ”Fragile” を聴いてプログレに興味を持つ。Camel の "Lady Fantasy" に出会っ
て Camel の虜に。
17 歳 シンフォ系を中心にプログレを漁りはじめる。
● 音楽以外の趣味＝音楽以外では昆虫採集が好きです。水辺の昆虫が特に好きです。
●カケレコへメッセージ＝様々なテーマに関連づけられた豊富な記事を通してニッチなアーティ
ストに出会うことができ、とても楽しいです。ありがとうございます。
カケレコで出会った 1 枚
KARFAGEN 『LOST SYMPHONY』(2011)
Camel タイプのアーティストを探していたときに見つけました。"Journey
Through the Looking Glass"では、まさにシンフォニックという感じのキーボ
ードからハードなギター、そしてバヤンという流れに興奮を覚えました。途中の、
Camel に影響を受けているようなギターソロもとても好きです。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
音楽配信や、豊富な紹介記事を生かした雑誌販売などを行なっていると思います。

- 24 -

STAFF COLUMM

文・スタッフ かわた

楽しみながら家作り
3 年がかりで建てていた家が完成しました！米杉の鎧張りで大きなポーチが
あり、経年変化を楽しめる自然素材の家を目指して家作りがスタートしまし
た。躯体は大工さんが建て、天井、床貼りなどの内装を自分達で手作りました。
こだわりは無垢木材をたっぷり使ったところです！壁は漆喰左官塗をしたのです
が、慣れない作業で苦労しました…住んでからも家具作りをするので本当の完成はまだまだ
先ですが、こだわりの詰まった家が出来あがり、満足しています！

♪ 2012 年のカケレコ年間ベストセラー TOP3
1 位：PUBLIC FOOT THE ROMAN / PUBLIC FOOT THE ROMAN
2 位：YARDBIRDS / LIVE YARDBIRDS FEATURING JIMMY PAGE
3 位：AUTUMN CHORUS / VILLAGE OF THE VALE

当時の出来事や人気記事など WEB マガジンで公開中！
「カケレコのあゆみ～2012 年編～」https://kakereco.com/magazine/?p=47833

kazz さん

神奈川県在住

50 代

カケレコ歴：20 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルはハードロック／ヘヴィメタル。
好きなバンドはブラック・サバス、ユーライア・ヒープ、アイアン・メイデン、アンヴィル、スレ
イヤー、オーヴァーキル、テスタメント、ハロウィン、キング・ダイアモンド、陰陽座など。
● 音楽遍歴
12 歳 ビートルズとスージー・クアトロ。
13 歳 ディープ・パープルとレッド・ツェッペリンでハードロックを知り、さらにブラック・
サバスとユーライア・ヒープに傾倒。
14 歳 キング・クリムゾン、イエスでプログレに開眼。
15 歳 ヤードバーズなど 60 年代ロックの廃盤を探して歩く。
18 歳 アイアン・メイデンのデビューに衝撃。以後、ハードロック／ヘヴィメタルに専念。
27 歳 スレイヤー、メタリカなどスラッシュメタルに熱狂。
30 歳 パワーメタル、デスメタル、ドゥームメタルなどメタル一直線。
35 歳 メロディックデスメタル、ブラックメタルといった新興激烈メタルに親しむ。また 10 代
のころに聴けなかった 60,70 年代ロックを再発 CD で買い漁る。
以後、その嗜好は変わらぬまま現在に至ります。
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● 音楽以外の趣味＝特撮／怪獣／怪奇映画と読書（とくに幻想文学）です。
● カケレコへメッセージ＝CD のみならず、ライヴにも逆風が吹く時代になってしまいました。
その中にあっても変わらぬかたちで音楽を求める人たちにとって、カケハシ・レコードさんは心の
オアシスです。これからも末長く憩いの場を与えてください。
カケレコで出会った 1 枚
HEADSTONE 『STILL LOOKING』(1974)
冒頭から溢れ出す荘重なハモンドオルガン、むせび泣く必殺のメロディ、力
強いながらも哀愁に満ちたヴォーカル。しかもソロとなれば水を得た魚のよ
うに翔けるギター、走り回るベース＆ドラム。それはまぎれもなく 70 年代
初期の純正英国ハードロック。録音の悪さだけが残念だが、こんなバンドが
この時期のアメリカにいたことに驚かされた。
ぜひ聴いて欲しい１枚
GIFT『Blue Apple』(1974)
独ハードロック、1974 年 2nd。1st は Birth Control 的要素が強い、いかにも
'70s ドイツの鍵盤ロックを披露していたが、この作品はそのハード指向をより
明確にしている。同時にこの種のバンドにありがちな暗さ、重さをぬぐいさり、
速いパッセージが印象的な爽快とさえいえる作品に仕上げられた。70 年代ハー
ドロックの隠れた名盤。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
私は電子書籍は読みませんし、好きな音楽もレコードか CD でしか聴きません。
このデジタル時代に、あえて逆行する精神もまた美しいと思います。

STAFF COLUMM

文・スタッフ 佐藤

心残り。スペインの高山右近
佐藤の地元は大阪の高槻市ですが、戦国時代にはキリシタン大名として
有名な高山右近が治めていました。キリシタン国外追放令を受け、信仰を
守り抜く形でフィリピンのマニラに追放されたことはよく知られていると思います。
実はスペインにある聖イグナチオ洞窟教会には、その敬虔さを讃え彼が描かれたフレスコ
画が存在します。以前スペインに旅行することになった際、高槻市民として直接見に行か
なければ！と行き方を入念に調べたのですが、当日体調を崩してしまい結局行けず仕舞い
でした。埼玉県民となった今でも、いつかは見に行きたいと思い続けています。
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イニュ円導

さん

東京都在住

年齢：秘密

カケレコ歴：約 4 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝ブリティッシュロック一筋。(ブリティッシュならジャズもフ
ォークもそれなりに)一番好きなバンドはクイーン。次はジェントル･ジャイアント、グラウンドホ
ッグス。メジャーなブリティッシュプログレバンド、レッド･ゼッペリン、ザ･フーなども好きです。
● 音楽遍歴
洋楽ロックでは、初めて購入したアルバムは「クイーン 2」。
「外人さんの創るロックは凄いな～」
と単純に圧倒された。以降オールドロック遍歴を重ねるが、コレを越えるモノは無し。その後、ク
イーンのような複雑な音が好きでプログレにハマる。
● 音楽以外の趣味＝絵(マンガ)を描く事とギャグを考えること。吉本新喜劇を観るのも好きです。
● カケレコへメッセージ＝今後もシンプルに頑張って下さい。
カケレコで出会った 1 枚
LIMELIGHT『LIMELIGHT』(1980)
「カケレコさんで知った」のでは無いですが、最近では わざわざカケレコさん
に取り寄せて頂いた LIMELIGHT が良かった。感謝しながら聴いていたら、す
ぐに日本盤紙ジャケ CD がリィシューされて、複雑な気持ちに。(結局紙ジャケ
も買った)
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
JASPER 『 LIBERATION 』 (1969)
マイナーではありますが、日本盤紙ジャケット CD も出ていたので、聴いて欲
しいです。いかにも 1969 年の音らしい古臭くもヘンなプログレです。

♪ 2013 年のカケレコ年間ベストセラー TOP3
1 位：AXIS / AXIS
2 位：HENRY McCULLOUGH / MIND YOUR OWN BUSINESS
3 位：YARDBIRDS / LIVE YARDBIRDS FEATURING JIMMY PAGE

当時の出来事や人気記事など WEB マガジンで公開中！
「カケレコのあゆみ～2013 年編～」https://kakereco.com/magazine/?p=48202
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heyjude1942
●

さん

秋田県在住

63 歳

カケレコ歴：5 年

好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルはプログレッシヴロック、好きなバンドは

PINK FLOYD。14 歳を目前に原子心母にハマり、JULIA DREAM でノックアウトでした。一昨年
に日本のコピーバンド「原始神母」を発見し、昨年の 11 月に CLUB CITTA で LIVE を堪能しまし
た。
● 音楽遍歴
12 歳

クラシック入門。

13 歳

ラジオ放送から洋楽に目覚めた。

15 歳

ビートルズにハマる。

20 歳頃

YES の FRAGILE 等を気に入って以降は、ロックやニューミュージック等でお茶を濁
していた。

55 歳頃

友人から arti&mestieri や newtrolls を教わり、改めてプログレにハマり、その後カケ
レコのサイトで色々吟味する日々を送っています。

●

音楽以外の趣味＝コーヒーが好き。上京等出かけた際は、知った店だけでなく、新しい店を開

拓しようと訪れます。でも大体は外してしまいます。
●カケレコへメッセージ＝この年齢になると、新しいものに対しては中々馴染み難いところがあ
りますが、これまで通り jukebox を活用させて頂き、その中から発見があればと思います。今後
ともよろしくお願いいたします。
カケレコで出会った 1 枚
MOON SAFARI『LOVER'S END』 (2010)
HOST SONATEN『SYMPHONY N.1: CUPID & PSYCHE』(2016)
PROGENESI『ULISSE L'ALFIERE NERO』(2012)
MILLENIUM『PUZZLES』(2011)
ぜひ聴いて欲しい１枚
ARTI E MESTIERI『TILT』(1974)
まだまだ他人に紹介する程に情報はありませんが、arti&mesthdriのTILTは好ん
で聴いています。PINK FLOYDのWISH YOU WERE HEREも良いですが、あま
にメジャー過ぎるカナ？
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
申し訳ありませんが、CD やレコードで楽しむばかりの小生には、想像することは困難です。
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ダディ

さん

愛知県在住

59 歳

カケレコ歴：1 年

●好きなジャンル/アーティスト＝様々なジャンルが好きです。ロックでは、プログレ、ストレ
ートなハードロック、ブルースロック、フォークロック、サザンロックなど。他に、ジャズ、クラ
シック、ポップ、歌謡曲（琴線に触れる楽曲）もよく聞きます。
● 音楽遍歴
6 歳 小学一年にビートルズ来日でロックを知る。当然のごとくグループサウンズの洗礼を受
ける。一番好きだったのはモップスの月光画面。
13 歳 中学でギターを始めフォーク、フォークロック、初めて弾いたのは陽水の夢の中へ、そ
の後ポールサイモンのコピーにはまる。
14 歳

モンタレーの映像を見てジミヘンの影響を受けブルース系にはまると同時に関西フォー
クの真髄を知る。

16 歳 高校でバンド始めてハードロックのコピー。テッパンの DP や ZEP 演ってました。その
頃好きだったのはピンクフロイドのアニマルズや宮殿、シベリアンカートルも凄かった。
18 歳 大学からポリスからのレゲエの流れと、ムーンライダースやはっぴいえんどの流れにも
乗っていました。ムーンライダースがプロデュースしたキャンディーズのアルバム夏が
来たは今でも聴いています。
19 歳 YMO のコピーでライブやり、ニューミュージックにハマった時期です。
20 歳 プリンス、ディペッシュモード、エアサプライ、TOTO、シンディローパー、VH などジ
ャンルではなく琴線に触れる楽曲をカセットに入れていました。ジョン暗殺のニュース
は小雪舞う日で喪失感半端なかったです。
24 歳 ディシプリンのライブ観る。
56 歳？再びキングクリムゾンのライブ観る。Larks' Tongues in Aspic Part2 に感激。
最近 部屋の中は静かなジャズを聴く事が多いです。
●音楽以外の趣味＝創作活動が好きです。料理。DIY。
●カケレコへメッセージ＝いつも良質な記事をありがとうございます。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
Amazon でも聴けないようなニッチな楽曲を有料で配信してほしい。音楽メディアの貸倉庫＆閲
覧サービス｡
♪ 2014 年のカケレコ年間ベストセラー TOP3
1 位：STRAPPS / SECRET DAMAGE
2 位：PHLOX / TALU
3 位：EARTH & FLYING

HAT BAND / COMING OF THE HEAVY LORDS

当時の出来事や人気記事など WEB マガジンで公開中！
「カケレコのあゆみ～2014 年編～」https://kakereco.com/magazine/?p=49029
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タンジェリンドリーム

さん

京都府在住

56 歳

カケレコ歴：3 年位

● 好きなジャンル/アーティスト＝ヨーロピアンプログレです。お気に入りはペンネ通りのタン
ジェリンドリームです。とは言っても、１９８０年頃くらいまで。それ以降はアルバム多すぎて
（笑）。高校生の時に、連れにクラフトワークの人間解体を聴かされて。そこから、ジャーマンロ
ックにはまり、レコードのライナーノーツを参考にしながら、色々と。当然、失敗もあったし、大
発見もあった。当時で言うなら、JEUGIA、大阪のＬＰコーナー、ＨＯＧＧ、東京なら新宿レコー
ド、エジソン、ディスクユニオン、ワールドディスク、ガーデンシェッドとかの存在を、フールズ
メイトとミュージックマガジンって雑誌で知り、通販とかで購入してましたね。今となってはＪＥ
ＵＧＩＡとディスクユニオン、ガーデンシェッド、ワールドディスク以外は存在してませんが、懐
かしいショップでした。
● 音楽遍歴
17歳 イーグルス：ホテルカリフォルニア、ピンクフロイド：狂気、クラフトワーク：人間解
18歳 タンジェリンドリーム：フェードラ、タンジェリンドリーム：偉大なる標的
19歳以降
キングとか、フォノグラムのヨーロピアンロックコレクションなど。
その後は、メロディアス系。ノヴァリス、エロイ、ジェーン、グローブシュニットなど。
● 音楽以外の趣味＝海外ドラマ、映画。海外ドラマの短いオープニングに、プログレっぽいのと
か、実はあったりします。
● カケレコへメッセージ＝毎回毎回メール配信ありがとうございます。意外な良作が発見で来た
り、情報源として、重宝しています。もしー、機会があれば、訪店したいなと思ってますよ。埼玉
でしたっけね。こちら、関西（京都）なので、行くなら大変ですが（苦笑）。
カケレコで出会った 1 枚
HOSTSONATEN 全部
最近は、インストアルバムを好んでいます。バッチリでした。
(他には KARFAGEN、ELOY FRITSCH)

ぜひ聴いて欲しい 1 枚
タンジェリンドリーム『偉大なる標的』(1979)
４コマ漫画の起承転結があり、分かりやすく、演奏自体も非常にかっこいい。同
バンドとしては、かなりロックっぽく、異質でもあります。 (他はエロイ『オー
シャン』、ノヴァリス『時の交差』、ジェーン『天国と地獄』、グローブシュニッ
ト『おとぎの国へ』)
- 30 -

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
うーん、確かにＣＤは減るかも知れないけど。アーチストの情報とか、過去の名作を今一度皆に知
らしめる立場とか。今以上にプログレファンにとって、ＣＤ以外でも色々と情報を発信してくれる
お店。

ハミルファン

さん

大分県在住

53 歳

カケレコ歴：10 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝プログレッシブロック全般。ユーロ系では主にイタリア。好き
なアーティストはプログレ以外では、ビートルズ、キンクス、ニール・ヤング。
● 音楽遍歴
8 歳 マイク・オールドフィールドのチューブラーベルズ（映画エクソシストのテーマとして
でしたが）を聞いて衝撃を受ける。音楽に感動、映画はトラウマ。プログレ原体験。
12 歳 ビートルズでロックに開眼。ミュージックライフ片手に FM エアチェックの日々。初め
て買ったレコードはポリスの「白いレガッタ」。
14 歳 イエスの「こわれもの」でプログレにはまる。
18 歳 高校卒業して大阪に。輸入盤店、中古盤店巡りの楽しさを知る。ジャケ買いで出会った
ジェスロ・タルはこの後最も長きに渡って愛聴したバンドです。初めて行ったライブは
再結成ディープパープル。
25 歳 ブリティッシュフォーク、トラッド系に傾倒。
43 歳 カケハシレコードさんを知ってからユーロロック探求。現在に至る。
● 音楽以外の趣味＝日曜大工が好きです。CD のラックなど自分で作ります。
● カケレコへメッセージ＝ミニコミで、店舗で買い物するより人と接しているような感覚になる、
と書いている方がおられましたがその通りですね。これからも音楽ライフパートナーとしてよろ
しくお願いします。あと、八重樫さんはお元気でしょうか？アグレッシブな様子は目に浮かぶよう
ですが、キングオサムゾンの再再結成は？
カケレコで出会った 1 枚
CATERINA CASELLI 『PRIMAVERA』(1974)
ボッティチェリの描いた神々が降りてきたような音楽です。正に作られた事が
奇跡のような作品。(他には FORUMURA３『LA GRAND CASA』、)
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ぜひ聴いて欲しい 1 枚
ALUNNI DEL SOLE『LIU』(1978)
イタリアのラヴロック系バンド。70年代イタリア本国では、ナンバー1ヒット
を飛ばした事もある人気バンドだったようですが、日本ではほとんど話題にな
りません。確かにスター性のあるメンバーはいないし、サウンドも比較的地。
曲によってはイージーリスニングか歌謡曲を思わせる程に穏やかで心地良い音
楽です。しかし、聞き流せる曲など１つもない味わい深さ。中心メンバーのPaolo Morelliはイ
タリアの誇る最高の作詞作曲家だと思います。プログレ的な視点では3作目のJenny E La
Bambola、しかし入手しにくいので代表作と名高いLiuを押しておきます。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
今と同じ形態で営業されてると思います。アナログレコードが流通しなくなっても中古レコード
店はなくなりませんでしたから。

TR

さん

山口県在住

57 歳

カケレコ歴：10 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルはプログレです。十代の頃に、アビーロード B
面のメドレーと Genesis/Supper's Ready を聞いて涙を流す程感動して以来、40 年以上、プログ
レを中心に音楽を聴いてきました。一番好きなバンドとなると、強烈な原体験があるガブリエル在
籍時のジェネシスです。
● 音楽遍歴
14 歳 映画音楽を聴いていてビージーズに出会う。
15 歳 クラシックを聴き始める
16 歳 友人の影響でビートルズを聞き始める。
17 歳 「アビーロード」B 面に衝撃を受け、トータルアートに目覚める。音楽雑誌「フールズ
メート」を偶々見かけて購入し、プログレを知る。
18 歳 ジェネシスの supper's ready にアビーロード並みの衝撃を受ける。キングのヨーロピア
ン・ロック・コレクションとの出会い。
以降、ヨーロッパ（含む英国）のプログレを中心に聞く
（80 年代前半の日本のプログレ全盛期とヨーロッパの廃盤発掘はリアルタイムで体験できた）。
● 音楽以外の趣味＝活字中毒というくらいに読書好きです。読んだ本についてのメモは必ず作成。
これまで読んだ本は三千冊以上。
● カケレコへメッセージ＝利用頻度が少ないので恐縮ですが、入荷状況を中心に毎日拝見させて
頂いています。各種読み物も充実しており、小生のような年季が入ったファンも勉強になることが
多く感心しております。今後もぶれないポリシーのもと、発展されることを祈念致します。
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カケレコで出会った 1 枚
POPOL VUH『AGUIRRE』(1974)
以前、キングから発売されたアナログ盤を所有していましたが、国内発売さ
れた紙ジャケ CD の内容はアナログ盤とは異なっており、良い方向に予想外
の内容でした。2nd「ファラオの庭で」で目指したサウンドの完成形と言え
るもので、崇高で静謐な音の連なりはこの時期特有のものであり（3rd「ホ
シアンナ・マントラ」ではヴォイスが入り雰囲気が変わる）、永続性すら感じさせます。
ぜひ聴いて欲しい１枚
EELA CRAIG『ONE NGHTER』(1976)
3rd や 4th の方が人気が高いと思いますが、私にとっては 2nd が一番です。全編
に渡りクラシカルで冷ややかなサウンドはガラス細工のような輝きを放ってい
ます。3rd や 4th の各 1 曲目のような目立つ曲は収録されていませんが、アルバ
ム全体が同じ雰囲気で整えられており、捨て曲がありません。最後はかすれたヴ
ォーカルが入り、全体をドラマチックに盛り上げますが、過剰な演出は無く、クールな感触は維持
されたままエンディングを迎えます。70 年代のオートリアに生まれた小さな宝石のような可憐な
作品です。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
アナログレコードが復権を果たしつつあるように、パッケージメディアには一定の需要があると
思います。メーカーが CD を生産しなくなった時代を想定した場合、復刊ドットコムのような CD
の委託生産を貴社には期待します（ライセンスも問題のクリアが一番大変そうですが）。

STAFF COLUMM

文・スタッフ 松本

簡単ストレスケアレシピ／ごま油香る玉子焼き
ストレス軽減に効果的な卵は、脳の働きを活性化させ、精神を安定させてくれます。
ゴマは幸せホルモン「セロトニン」を作る材料になります。
〈材料〉一人前(卵 2 コ、とろけるチーズ適量、韓国のり 2～3 枚、ごま油小さじ１）
・フライパンにごま油をひき卵を流し入れたら大きくかき混ぜ、包み込むように焼く
・チーズが溶けてきたら出来上がり
・焼きすぎない事がポイント！
何もしない、のんびりした時間も必要です。
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♪ 2015 年のカケレコ年間ベストセラー TOP3
1 位：DRY RIVER
/ QUIEN TENGA ALSO QUE DECIR…QUE CALLE PARA SIEMPRE
2 位：TIGER MOTH TALES / STORY TELLERS: PART ONE
3 位：CAST / VIDA

当時の出来事や人気記事など WEB マガジンで公開中！
「カケレコのあゆみ～2015 年編～」https://kakereco.com/magazine/?p=49583

エス

さん

福岡県在住

53 歳

カケレコ歴：半年ぐらい

● 好きなジャンル/アーティスト＝[ジャンル]サイケデリック・ロック、アシッド・フォーク、New
York Punk、Garage Punk、No Wave 勢、カンタベリー系、レコメン系、ユーロ・ロック、New
Soul、日本のアングラ音楽、民俗音楽、British Rock、Swing Jazz、Free Jazz、ブラジル音楽、ネ
オ・フォルクローレ、シャンソンなど。[アーティスト]サード・イヤー・バンド、ライジング・ス
トーム、ガセネタ。
● 音楽遍歴
11 歳 ABBA の LP を数枚、親が買ってきたのでそれをよく聴いていました。
12 歳 ビートルズの「赤盤」「青盤」(ともにカセット・テープ)。特に「青盤」ばかり聴いてま
した。
13 歳 東京 12 チャンネル(現・テレ東)でジミヘンや ELP のライブが流れる番組を視聴。
特にジミヘンの、観客席がガラガラになった中でのウッドストックでの演奏映像に少な
からぬ衝撃を受けました。
14 歳 池袋にあったレンタルレコード店にて村八分、INU、New York Dolls などを借りる。
16 歳 お茶の水にあったレンタルレコード店に通い始める。日本のアーティストでは NOISE「天
皇」、灰野敬二「わたしだけ？」、三上寛「BANG!」、裸のラリーズなどを知り、ジミヘン
以来 2 度目の音楽的衝撃を受ける。
17 歳 イギリスのパンクに短期間かぶれる。
20 歳 ジャックス・ファンクラブ会長宅に頻繁に訪問。内外様々な音楽を教わる。
21 歳 明大前にあったサイケ専門店に出入りするようになる。
サイケ系を中心に音楽全般に詳しい知り合いと出会い、色々吸収する。
23 歳 現代音楽、民俗音楽、アヴァンギャルドに強い知り合いと出会い、色々吸収する。
24 歳 当時渋谷近隣に住んでいたため、いわゆる「渋谷系」にはまる。
(そこから様々な変遷を経て)
40 代 ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイなど南米の音楽に一時期はまる。
現在

映画鑑賞にはまっており、音楽は脇に置かれています（笑）。
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● 音楽以外の趣味＝美術鑑賞ですかね～。ギュスターヴ・モローとかルドンとか。って暗いです
ね（苦笑）。ジャクソン・ポロック、フランシス・ベーコン、ヤン・デュビュッフェ、アンゼルム・
キーファーや曽我蕭白、伊藤若冲などもミーハー的に好きです。
●カケレコへメッセージ＝20 周年おめでとうございます。私はいわゆるジャンルとしてのプログ
レは普段あまり聴かない変なユーザー(コンシューマー)ですが、応援していますのでいつまでもこ
のスタイルで続けてくださいね。
カケレコで出会った 1 枚
FAMOUS JUG BAND 『SUNSHINE POSSIBILITIES』(1969)
スコットランドの Incredible Strings Band の初代メンバーであるクライヴ・パ
ーマーが参加のジャグバンドと聞いて購入。ジャグバンドとは名ばかりの(確か
にジャグは使ってるけど)ドリーミー・フォークの傑作でした。曲によって好き
嫌いがかなりばらけるんですけど、女性ヴォーカルのジル・ジョンソンが歌う曲
は素晴らしいです。フィメール・フォーク好きの人にお勧めです！
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
MACHINE AND THE SYNERGETIC NUTS
『LEAP SECONDNEUTRAL』(2005)
米国のレコメン系などとも呼ばれるキュニフォーム・レコーズからの2ndアル
バム。メンバー各々日本の前衛ロック・バンドを渡り歩いた猛者で、ベースの
スズキヒロユキはチャールズ・ヘイワードとセッションしているし、ドラムの
須藤俊明はMELT-BANANAのドラマーだった経歴がある。端正でありながらも
血沸き肉躍るテンション高い演奏でサイコー！です。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
時代の流れがどうなるかによりますが、これまで蓄積してきた知識を生かして、アナログレコー
ド専門店にシフトする。(競合が多そうですが)専門性を生かして、有料メルマガ配信に特化した
媒体になる。

STAFF COLUMM

文・スタッフ 青山

俳句とジョン・レノン
小学生の時、俳句や短歌が好きで授業を楽しみにしていました。最近テレビ
番組で俳句を目にするようになった事をきっかけに、句集や歌集を読むように
なりました。ところで、ジョン・レノンは、俳句を「今まで読んだ詩の形式の中で最も美し
いもの」と言ったそうです。最近の俳句には、12 月 8 日のジョンの命日を季語として詠んだ
句が多くあります。ジョンが知ったら驚くでしょうか。
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ながたろう

さん

大分県在住

50 代

カケレコ歴：10 年位

● 好きなジャンル/アーティスト＝プログレッシヴ・ロック、フィメール・シンフォ。好きなのは
月並みですが Pink Floyd、King Crimson、Genesis
（77 年までね）、VDGG、Bruford、IQ、Pendragon、
Karnataka、Panic Room、Quidam（Emila 嬢在籍時）、中森明菜。
「炎」は自分が死んだときに一
晩中流してもらいたいアルバムです。
● 音楽遍歴
13 歳

Queen、Kiss、Aerosmith から入門。

14 歳

ZEP からプログレと HR へ。プログレ初体験は Yes の危機。最初は冒頭の森と川のせせ
らぎで断念。宮殿のインパクトは大きかった。5 大バンドからカンタベリー、ジャズロ
ックへ。HR は Judas Priest の British Steel まで。Beatles はほとんど未体験。

15 歳

パンク勃興、ニューウエーブも通らず。ヒプノシス、ロジャーディーンのジャケ買い開
始。

16 歳

バンド結成、ベースを始める。ジャズロックからフュージョンへ。プレーヤーとして AOR
や TOTO にも興味。大学まで続く。

30 代以降、10 代のころに買えなかったレコードを CD で大人買い。プログレに回帰。ユーロロ
ックに続き東欧、南米物へ。
40 代 紙ジャケにはまる。
50 代 5 大バンドの箱ものに踊らされる。
● 音楽以外の趣味＝2 歳になるミニチュアシュナウザーに遊んでもらっています。
● カケレコへメッセージ＝配信なんかなんのその。頑張ってください。
カケレコで出会った 1 枚
アネクドテン
スタイリッシュにして朴訥。クリムゾンの抒情的な亜種です。デビュー作か最新
作か悩むところです。

ぜひ聴いて欲しい 1 枚
Brufordの一枚目と二枚目、クールでメロディックなジャズロックです。
Patrick Morazの「i」は、これぞシンフォニックロックです。
XANGはHMプラスCRIMSON的フュージョン。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
パッケージ商品にこだわるマニアは一定数います。ジャケ買いできないのはつらいです。
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Junya

さん

福岡県在住

60 代

カケレコ歴：9 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝基本的にロックだが前衛的な指向性が強く、大衆受けする音
楽には殆ど関心がない。私とロックの出会いは高校生だった頃で、既に本国では解散していたクリ
ームだった。スタジオとライヴでは別の顔を覗かせるところが魅力的だった。中学までクラシック
しか聴かせて貰えなかった環境だったが、クリームの音楽にはクラシックの影響が感じられ、同時
にジャズの即興性を兼ね備えた音楽性が後の私の好みを決定的にした。
● 音楽遍歴
16 歳 クリームの『クリームの素晴らしき世界』にショックを受ける。
17 歳 トニー・ウィリアム・ライフタイム『ターン・イット・オーバー』で燃え上がる。
同時に現代音楽のカールハインズ・ストックハウゼンに感化される。
19 歳 キング・クリムゾンの『太陽と戦慄』でピークを迎える。
この間にブリティッシュ・ジャズやユーロ・ジャズを聴きまくる。
21 歳 キング・クリムゾンの解散に伴ってロックとは少し疎遠になる。
それでもプログレ、フリージャズ、現代音楽などは聴き続ける。（中略）
50 歳を過ぎて民族音楽（インド音楽などは 20 代から）に嵌ってしまい、何を血迷ったかセルビ
アまで聴きに行く。
● 音楽以外の趣味＝嘗て専門学校でＤＴＰの講師をしていた関係上、グラフィックデザインなど。
独 CMP レコードでデザインを担当していたウルフ・フォン・カニッツは友人。
● カケレコへメッセージ＝特に何かと問われても困る。だが今の辛い時期を共に乗り越えたいと
思う。そして「音楽について語り合う場があれば」と。
カケレコで出会った 1 枚
ベルギーの暗黒チェンバー系のユニヴェル・ゼロ
その存在だけは当時から知っていたが本格的に聴き始めたのは今年に入って。
室内楽や近代クラシックに通じる深みを感じる。

ぜひ聴いて欲しい１枚
AGNES BUEN GARNAS / JAN GARBAREK『ROSENSFOLE 』 (1989)
今の私が深い穴から這い上がれないミュージシャンとしてヤン・ガルバレクを
挙げる。ジャズと民族音楽の融合という視点から捉えたならば、ガルバレクがア
グネス・ビュエン・ガルノスと共演した『ROSENSFOLE』を推薦したい。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
想像は出来ない。然し、仮にＣＤの流通がなくなっても音楽それ自体は残ると思う。
その情報発信源的な存在であって欲しい。
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♪ 2016 年のカケレコ年間ベストセラー TOP3
1 位：TAI PHONG / LIVE IN JAPAN
2 位：LOST WORLD BAND(LOST WORLD)
/ OF THINGS AND BEINGS
3 位：LOONYPARK / PERPETUAL
当時の出来事や人気記事など WEB マガジンで公開中！
「カケレコのあゆみ～2016 年編～」https://kakereco.com/magazine/?p=49931

ADALLY

さん

愛知県在住

58 歳

カケレコ歴：4 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝プログレ！プログレは、一生涯の友人だよ！中でも、キング・
クリムゾンは特別。15 歳の時に聞いた驚きは忘れられない。2018 年の来日公演を観た後、憑き物
がすっかり祓われたような、すっきり感と深い感動を覚えて「もうこれで、この世に思い残す事が
無いな…」と思いました。他には テクノ、ニューエイジ、アンビエント etc その日の気分、季節、
天気、朝昼晩に合わせて聴いています。
● 音楽遍歴
―13 歳～14 歳―
その頃 流行ってたカーペンターズからエルトン・ジョンへ
―14 歳～15 歳―
ELP の「タルカス」を聴いて 音の圧力に驚き、イエスの「燃える朝焼け」の目まぐるしい曲展開
に「本当にこれをライブで演奏するの？」と驚き、NHK のヤングミュージックショーでリック・
ウェイクマンを見て「こんなキーボードプレイするんだ！」と驚き、ラジオでクリムゾンの「宮殿」
を聴き、音の深淵さに感動する。その頃はなかなかラジオで、他のプログレバンドがオンエアされ
なくて、もどかしかったです。
―高校時代～社会人成り立て―
クラフトワーク、タンジェリンドリーム 、ブライアン・イーノ、ゲイリー・ニューマンなど色々
聴いた時代。
―暫く空白時代～―
子供が小さかった為、NHK「お母さんと いっしょ」の歌で過ごしていた…。子供か成長してから
は、ラジオで洋楽を聴き、パソコンの YouTube で検索し、スマホに入れたラジオアプリにプログ
レジャンルがあり、ベテランバンドから新鋭まで新旧取り混ぜてのオンエアにいたく感動し、今日
に至っております。
● 音楽以外の趣味＝美術館へ行きます。いつか福島の諸橋近代美術館へ行ってみたいです。キン
グ・クリムゾンのジャケットを描いている画家の作品があります。
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● カケレコへメッセージ＝昔であれば、なかなか手にする事が難しかった CD が販売されてて、
本当に嬉しいです。良心的なのも嬉しい。これからも宜しくお願いします。
カケレコで出会った 1 枚
MANUEL GOTTSCHING『DREAM ＆ DESIRE』(1991)
ASHRA/『NEW AGE OF EARTH』(1976)は、昔 ラジオの朗読番組の BGM に使
われていた時に聴き、とても気に入り LP を買って聴いていました。これは
ASHRA を検索した時に出てきたのを聴いて、まるで大空に舞い上がるかの様な
浮遊感、空中散歩をしているような、上空から地上を俯瞰しているような音に感
動して、カケレコに出てた時 即 買いました。お昼寝する時の BGM です。
ぜひ聴いて欲しい１枚
まだまだ探索途中。他の方に教えて頂きたいです。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
今まで通りで良いと思います。ストリーミングやラジオアプリで、昔 聞きたくてもなかなか聞け
なかったバンドが聴くことが出来るようになったのは、本当に嬉しい。でも ちゃんと聴くときは
CD プレイヤーに CD を入れて、良い音で聴きたい。

うぃぞ

さん

福岡県在住

60 歳

カケレコ歴：5 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルはパワーポップ。XTC、BADFINGER、ロイ・
ウッドが好き。ビートルズは別格。プログレは王道止まり。
● 音楽遍歴
05 歳

百貨店勤務の父親が、レコード売場に異動となる。当時の流行歌や外国語のレコードを
聴かされる。

08 歳 ＧＳやモンキーズをＴＶで見て、僅かな小遣いでレコードを購入。楽器を鳴らして歌を
歌うと、女子にモテることに憧れる。その後ＧＳ衰退に伴い、野球少年に転身。
11 歳 兄が友達から借りてきたビートルズを聴く。５歳の頃に刷り込まれていた音楽と再会し、
パワーポップにハマる。
12 歳 給食時間の校内放送で、T-REX のイージー・アクションを流し、担任に張り倒される。
洋楽一辺倒のマセたガキが、友達の家でミカ・バンドの黒船を聴かせてもらい、ＧＳか
らの邦楽の進化に驚愕する。
13 歳

中学入学。ラジカセを買って貰いエアチェックを始める。偶然 LedZeppelin の聖なる館
を録音し、ハードロックにハマる。当時は、当たり前のように新譜丸々１枚をＦＭで流
してた。
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14 歳

フォークブームで、洋楽ファンは肩身が狭く、意地でもフォークギターなんぞ弾くもん
か、と意固地になった。

16 歳

高校入学。洋楽の友達が増えたが、楽器の上手いやつが多く、意地でもエレキギターな
んぞ弾くもんか、と意固地になった。

17 歳

突如 SexPistols が出現し、周囲のハードロック小僧が、一気に PUNK に転向。これな
ら演奏できると、こっそりギターを購入。

19 歳

予備校入学。音楽聴いてる場合じゃないのに、ＴＶで観た P-MODEL にハマる。授業を
抜け出し、美人司書のいる図書館の視聴覚センターで TheCars にハマる。家に帰ると、
ＦＭで PopeyeMusicNetwork を聴き暗く重い JoyDivision などの NewWave にハマる 。

20 歳

大学入学。市内に２件しかない中古盤屋に通い、暗く重い洋楽を買い漁る。

21 歳

大学近くに貸レコード屋ができ、バイトに潜り込み、重宝される。他人の金でレコード
が買え、天職だと錯覚する。

22 歳 街中に輸入盤屋ができ、バイトに潜り込み、NewWave 道を突き進む。XTC にハマる。
バイト代で安くレコードが買え、天職だと錯覚する。
23 歳

多くの DISCO からの要請で、バイト中に好きでもないスリラーの VHS をダビングさせ
られる。反動で、客のいない時に好きだが売れない NewWave を大音量で流す。

24 歳

地元で就職。大半のコレクションを知り合いの中古屋に譲り、音楽から一歩身を引く。

30 代

時代はすでにＣＤ。学生時代に買えなかったアルバムが手頃な価格で買えるようになる。
都会に出張すると、土日で輸入盤屋・中古屋をハシゴする。ＣＤが鬼のように増える。

40 代

PinkFroyd 札幌公演のＣＤを聴き、狂気公演のブート収集にハマる。Yes の DRAMA を
聴き、Buggles 時代の Yes ブート収集にハマる。

50 代 この年になりアイドルにハマる。HKT48 の公演、握手会が楽しい。意外と仲間が多い。
カケレコに出会う。さすがにアイドルのＣＤは送れない。
60 歳

４月で定年となった。給料は下がるがシニアで仕事を続け、細々と音楽を聴き続けよう。
未だに配信は苦手。日向坂はいいね。

● 音楽以外の趣味＝音楽以外では趣味がないですね。強いて言えば、ポケモンＧＯかな。
● カケレコへメッセージ＝冊子が欲しくて、ギリギリに参加しました。いつも、プログレじゃな
いＣＤばかり送ってスミマセン。少しは利益に貢献できるブツを送りたいですね。そろそろ、レコ
ード盤にも手を出しませんか。
カケレコで出会った 1 枚
WE ALL TOGETHER 『WE ALL TOGETHER』(1972)
パワーポップ好きには、あのカケレコの紹介文が琴線に引っ掛かり愛聴盤にな
りました。
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ぜひ聴いて欲しい 1 枚
CHRIS VON SNEIDERN『BIG WHITE LIES』 (1994)
ギターポップの隠れた名盤です。捨て曲なし！このＣＤが、カケレコとの出会い
になりました。メロディーラインの美しさは、一聴の価値ありです。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
それでも、ＣＤにこだわっているでしょう。

型物屋

さん

千葉県在

50 代

カケレコ歴：最近

● 好きなジャンル/アーティスト＝ハードロックが好きです。10 代の頃は、ラジオから流れる曲
を漠然と聞いているだけでアーティスト名などは全然わからないままで、自分のお金で買えるよ
うになってから本格的に聞くようになりました。最初は、ジャーニーの「セパレイトウェイズ」の
シングルからで、以降、スティクス、カンサス、ボストンと行って、気が付いたら LA メタルの旋
風に巻き込まれていました。
● 音楽遍歴
19 歳 ジャーニー

「フロンティアーズ」を購入

以降、旧作を揃える。

20 代 ボンジョヴィ「夜明けのランナウェイ」､ヨーロッパ「明日への翼」､サバイバー「バイ
タルサインズ」､ドッケン「トゥースアンドネイル」､デフレパード「炎のターゲット」
等などと並行して、スターズ、エンジェル、キッス、エアロスミスの旧作を聞いていた。
30 代 R＆B や AOR を合わせて聞くようになる。
40 代 ジャズのつまみ食いが、始まる…
● 音楽以外の趣味＝熱帯魚の飼育をしています。今、家で孵った稚魚たちの世話が大変です。後
は、ガーデニングが好きです。植え替えの時に季節の変化を感じます。
● カケレコへメッセージ＝ホームページを見ると良く造り込んであって、コメントにもスタッフ
の熱意を感じることができます。先日、到着した商品も丁寧な梱包でした。これからも利用させて
頂きたいと思います。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
音楽は、データ化が可能な故、自分もいつかは、CD として作品を手にする事はできなくなると思
っています。カケレコは、レトロロックを流す、ロックバーみたいに業態変化しているかも知れま
せんね。
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akagi

さん

東京都在住

20..いや 50 代

カケレコ歴：2007 年 4/18～

● 好きなジャンル/アーティスト＝[好きなジャンル]ハードロック、ヘヴィーメタル、プログレ、
ジャズ、クラシック。[好きなバンド]キッス、キング・クリムゾン、ニュー・トロルス、アネクド
テン、ストラトヴァリウス、リー・モーガン、マイルス・デイヴィス、リンキン・パーク。キッス
は小学生からクリムゾンは中学生から虜に。他は探求の道すがらの出会いから。
● 音楽遍歴
小学生

およげたいやきくん、キッス

中学生

全米トップ４０、クリムゾン

高校生

全米トップ４０

大学生

プログレに嵌る。とくにユーロ。とくにイタリア。

社会人

音楽から離れた日々～～～紙ジャケ、パイパーさんとの出会いで再開。

今なお探求の途中
●音楽以外の趣味＝麻雀
●カケレコへメッセージ＝20 周年おめでとうございます!その半分以上の 13 年お付き合いして頂
いたんですね。感慨深いです。これからもよろしくお願いします。店長さん、スタッフの皆様、お
疲れ様です＾＾
カケレコで出会った 1 枚
PORCUPINE TREE『STUPID DREAM』(1999)
カケレコさん 13 年間で 70 点以上購入しました。その中でポーキュパイン・ツ
リー/スチューピッド・ドリーム。ですね間違いない！スティーブン・ウィルソ
ンとの出会いでした。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
バッハ／トッカータとフーガ。プログレ好きにお勧め。是非。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
CD 流通危機ですか?私には信じられません。LP は扱いが大変だし、もう戻れない。紙ジャケが出
続ける世の中であってもらいたい。
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STAFF COLUMM

文・スタッフ 増田

好きなアジアの遺跡ランキング
遺跡が好きです。最近はなかなか海外旅行に行けていませんが、昔行った
アジアの遺跡で良かった場所ベスト 3 を発表します。
第 1 位…アンコール（カンボジア）ベタですが、やはりこれがナンバーワン。アンコール
ワットの規模、景観、緻密な彫刻を前にすると、「人類の偉業」という言葉をひしひしと
感じます。周辺の遺跡も素晴らしく、特にラピュタのモデルとも言われるベンメリアはロ
マン溢れまくりです。
第 2 位…バガン（ミャンマー）アンコールワット、インドネシアのボロブドゥールととも
に世界三大遺跡に選ばれている仏教遺跡。一つの都市がまるごと遺跡のような感じで、広
大な領域に大小問わず無数の寺院や仏塔が並び立っています。走っても走っても遺跡。遺
跡好きには天国のような場所です。
第 3 位…アユタヤ（タイ）遺跡の良さもありますが、タイの暖かな空気が
好きです。夕方、人の少なくなった遺跡でぼーっとするのが好きでした。
タイはご飯もおいしいです。是非。

地球最後のお父ちゃん さん

栃木県在住

51 歳

カケレコ歴：6 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルはプログレッシヴ・ロック、ライトメロウ（洋・
邦）、HR・HM。我が心のバンドは「RUSH」です。今年のニールの訃報は本当に残念でなりませ
ん。ですがニールが遺してくれた数々の素晴らしい言葉、そして芸術的なドラミングを後世に伝え
るべく、語り継いで参ります。
● 音楽遍歴
7歳

友人宅で何故か流れていたクリムゾンの「メロトロン」の音色に心惹かれる。

12 歳

「機動戦士ガンダム」のサントラ盤に悶絶！毎日聞き貪る。

14 歳

NHK

16 歳

友人達とバンドを組む。ハードロックの魅力に憑りつかれる。同年 RUSH との衝撃の

FM で「大瀧詠一」師匠の深淵なる世界にまんまと嵌る。

出会い！心底痺れる！！！
19 歳

ヘヴィメタルの虜に。メタリカに心酔する。

45 歳

カケレコを知る。更に素晴らしい音楽世界の旅へと進み、現在に至る。

● 音楽以外の趣味＝月並みですが、読書、映画鑑賞…そしてラジオ番組へのメール投稿です♪
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●カケレコへメッセージ＝20 周年おめでとうございます＼(^o^)／♪
いつもマニアをも唸らせる、ディープで邦順な音楽の世界へと誘って頂き、本当に大感謝で
す！！！♪「音楽の事で知りたい事があったらカケレコを見る。」事で、私の世界は更に広がって
参りました♪これからも世界を「かけはす」素晴らしき「カケレコ」を陰ながら応援させて頂きま
す！♪スタッフさん達による「毎日のメールのコメント」も楽しみにしております！♪
カケレコで出会った 1 枚
IAMTHEMORNING 『~』(2012)
ロシアの凍て付く様に澄み切った、青空に響き渡る、マリアナ嬢の儚くも美しい
歌声。そしてグレブの荘厳かつ繊細なピアノの旋律が、優しく強く、深く心に響
き渡る・・・。生まれたての朝日の中、IAMTHEMORNING、美しくデビュー。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
MARJANA SEMKINA 『SLEEPWALKING』（2020）
ロシアの歌姫マリアナ・セムキナ（IAMTHEMORNING）待望のソロデビュー作。
繊細で儚げな彼女の歌声が、まるで天使の羽の様に心へと降り注ぐ・・・。
時には力強く、時には妖しく、そして天上の調べの様なサウンドに導かれるまま、
我々も共に歩こうではないか・・・夢の中へと・・・。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
例え CD というメディアが生産されなくなっても、絶滅した筈のレコードやカセットテープが、不
死鳥の如く蘇った様に、CD も再評価がされる筈。その際に世界の旗手になるのは、間違いなく我
らの「カケレコ」です！！！！

けんた

さん

千葉県在住

30 ちゃい

カケレコ歴：10 年くらい

● 好きなジャンル/アーティスト＝音楽に関しては健啖な方だと思うので、幅広く聴いてます。好
きなアーティストは多すぎて絞れませんが、最近聴いているジャンルで言うと Jazz 路線が多いか
もあとはスペイシーな EDM 系。ここ最近のアーティストで言うなら東京ジャズ予習に聴いてた上
原ひろみ。5 月に開催予定だった東京ジャズが中止になってしまって残念。
● 音楽遍歴
中学 2 年

レッチリを聴きフリーの演奏に衝撃受けベースを始める。ここからが音楽の探求心
が芽生えた。メタルやハードロック、ジャズなどを幅広く聴き中学の卒業文集では
ベースで世界一になるなどと戯言を抜かす。
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15 歳

ドラムとベース、ボーカルのギターレスバンドを組む。

16 歳

プログレに目覚める。ピンクフロイドの世界観に脱帽。以降、日本のインディーズ
バンドやジャズコンサート、海外アーティストのライブなどに足を運ぶ。

2015 年の 12 年半ぶりの King Crimson のライヴでは音の質にちょっとガッカリしたのを覚えて
いる。会場の Bunkamura オーチャードホールは 2008 年の 17 歳の時に開催された JVC Jazz
Festival with Blue Note Tokyo 20th に行ったけどこの時は音が凄く綺麗だと感じたけど King
Crimson はバンドの構成上しかたないのかな？(笑)
● 音楽以外の趣味＝音楽以外で好きなことは読書。主にノンフィクション冒険物や SF 系など。
いわゆるハヤカワ系。あとはアウトドア全般、山登りや各地旅をしたり、たまに海外にも。自然の
なかで聴く音楽が一番好きです。都会の景色や山などの自然、行き当たりばったりの旅などに合う
音楽を探すのが楽しい。今年はカナダの北極へ行ってたけど、極寒の北極の世界観に合う音楽を探
すのがなかなか難しかったです。どなたか北極に合うアーティストオススメあれば教えてくださ
～い。
●カケレコへメッセージ＝これからも素敵な音楽に出会えるのを楽しみにしています。
カケレコで出会った 1 枚
ASH RA TEMPEL『ASH RA TEMPEL』(1971)
10 年くらい前かもっと前かうろ覚えだけど、初めてカケレコさんで購入した CD。
音はもちろんジャケが素晴らしい。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
レコード販売以外でも手広くやっていそう。ネット配信でレコードだけにとどまらず映画や書籍
などのレビュー、あとはアーティストとの対談とかやったら面白そうだとあくまで個人的に。

♪ 2017 年のカケレコ・ベストセラーTOP3
1 位：PHLOX / KERI
2 位：CIRCUS / MOVIN ON
3 位：KARFAGEN / MESSAGES FROM AFAR: FIRST CONTACT

当時の出来事や人気記事など WEB マガジンで公開中！
「カケレコのあゆみ～2017/8 年編～」https://kakereco.com/magazine/?p=50757
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にゃんち 5 号

さん

長野県在住

60 代

カケレコ歴：10 年以上

● 好きなジャンル/アーティスト＝prog rock や sympho prog に身を窶しております。特に辺境
地プログレの持つ民族性を感じさせる旋律を好みます。とはいえ、ルーツはやはり 70 年代のブリ
ティッシュ・プログレの洗礼を人並みに浴びた世代ですから、第一期の King Crimson や Yes は今
でも神と崇拝しております。あとは彼らから受けた感動を各国のグループに求めて貴重な時間を
費やしています。
● 音楽遍歴
プログレ遍歴は大学時代に友人の部屋で聴いたクリムゾンの 1st です。天地がひっくり返るぐら
いの衝撃を受け、まずはブリティッシュ・プログレの当時の有名どこで国内盤が出ているものを中
心に漁りました。
第一期クリムゾンが活動を終え、世はディスコ・サウンドが席巻している暗黒時代の真っ只中でし
た。隠れキリシタンよろしく世間を偽りながら、当時細々と命脈を保っていたファンジンである
Fool's Mate や同好の方が出している不定期の冊子などを読んで情報をえていました。自分でも何
冊かコピー紙を出したこともあります。国内盤が枯渇している状況ですから、ファンジンに掲載さ
れた輸入盤店の広告を見て電話を掛けたり、通販カタログを送ってもらい、バイトで貯めたお金で
数枚ずつ買うといったことをしていました。時には東京新宿へ猟盤ということもありました。暗黒
の 80 年代初めからポンプ・ロックの登場までが辛い時代でした。
そして 90 年代になって音源が払底したと思い、とうとうプログレを離れてフォーク、トラッドの
世界にシフトしてしまった（日和ました）のです。しかし、このフォークやトラッドの世界は沃野
でありまして汲めど尽きない豊穣さがあり、ここで 90 年代をほぼ通して遊んでいることでプログ
レで満たされない部分を補っていました。
それから 2000 年という世紀を跨いで数年はプログレと関わらないという健康な生活をしていま
したが、青春時代の悪癖は消えてはいなかったようで、ある時今はなき Disk Union の運営する
musicfield というオークション・サイトを知り結構珍しい CD が安価で手に入ることを知り、ふた
たびヤクザな道に戻ってきた次第です。さてそれからが大変でした。名盤の CD 再発はマーケット
から離れていた 90 年代が活発で、その波に遅れて参入して集めるのも大変なら（プレミア付きも
多々あり）、当時までのシーンの情報に疎いという始末。デジパックて何ということから知らない
といけない訳です。そこから現在まで悪戦苦闘の日々を過ごしております。
● 音楽以外の趣味＝幻想文学への傾倒の方が実はプログレよりも年季が入っています。こちらは
プログレと違い途中浮気することなく何十年も集め読み続けています。プログレと幻想文学はど
こかで相通じるものがあると密かに考えています。
● カケレコへメッセージ＝中古盤メインの客ですが、グレーディングの正確さは一目置いており
ます。今後も新たな出会いの場を提供して頂ければと願っています。
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カケレコで出会った 1 枚
ELIPHASZ 『LE ROYAUME DES POUSSIERES』（2012）
前述したように 90 年代以降の新譜再発の両方を 2000 年代後半に集め出した関
係で、勢い中古盤主体の収集でカケレコさんにはお世話になっています。そんな
なかでもこの Mike Oidfield タイプの新鋭バンドは自主制作ながら高いクォリテ
ィを持っていたと思います。何故か余り話題にもならずに消えていったのが惜
しまれます。新譜が待たれるバンドです。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
MILLENIUM『EXIST』(2008)
ボーランドのneo-progバンドな7th。4曲目の"Road to Infinity"を是非お聴きあ
れ。15:29の長尺ながら構成とメロディラインの美しさで一気に聴かせてくれ
ます。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
美しい音楽を求めることはどの時代でも普遍的な欲求でしょう。また自分が感動した音楽形式で
新しい作品を生み出すのもいつの時代でも変わらなくある活動だと思います。生み出す人がいて
それを聴く人がいる。この仲立ちをする人は不可欠なはず。CD という媒体がなくなっても人は情
報を求めるはず。そういった人々の求める集積発信拠点であればなくなることはないと思います。

ケーリアン

さん

愛知県在住

48 歳

カケレコ歴：3 回

●好きなジャンル/アーティスト＝フェイヴァリットは EL&P、デヴィッド・ボウイ、ローリング・
ストーンズ。
● 音楽遍歴
ビートルズを起点に、ハード・ロック/ヘヴィ・メタル、プログレッシヴ・ロック、グラム・ロッ
クと推移し、そして AOR、ソウルへ流れつく。
● 音楽以外の趣味＝読書。インドア派なのです。
● カケレコへメッセージ＝数回しか購入したことはないですが、コラムとか特集を読んでは音楽
知識を蓄えています。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
CD が流通しない時代が来るなんて思いたくもないですが、名盤指南のコンシェルジュのようなお
店｡
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ぴと 14

さん

千葉県在住

48 歳

カケレコ歴：2 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルはプログレ、ハードロック、ヘビーメタル。お
気に入りはプログレは、Camel、YES です。YES の重厚でドラマティックな曲でプログレ好きへ
の道を導かれ、Camel の Lady Fantasy でプログレハマりを決定付けられました。ハードロックで
は Heart、Rainbow など。ヘビーメタルでは Iron Maiden、Helloween などがお気に入りです。
● 音楽遍歴
15 歳 洋画のサントラから洋楽に興味を持つ。Rocky4、TOPGUN 等
16 歳 MTV を見て当時の産業ロック、ポップスにハマりながら徐々に Rock よりになっていく。
当時のお気に入りは BonJovi,Europe,Def Leppard,ASIA 等。Heart の Alone の MV を見
てあまりのカッコよさに完全に洋楽にハマる。音楽業界で働いていた亡き叔父とイギリ
スへ旅行。その時に番組の収録に同行させてもらい、ゲストの All About Eve のｼﾞｭﾘｱﾝ
ﾇ・ﾘｰｶﾞﾝを見る。（すごい美人で・・・その意味でも大ファンになった）当時ﾋｯﾄしてい
た 1St ｱﾙﾊﾞﾑを買い、今まで聴いていた音楽と一味違う魅力に引き込まれる。
18 歳 雑誌『炎』の虹特集を読み、70 年代ﾊｰﾄﾞﾛｯｸに興味を持ち、DeepPurple や Rainbow、
Uriah Heep、BlackSabbath,Whsibone Ash 等にハマる。
19 歳 友人から借りた IronMaiden『Powerslave』の「Aces High」と Helloween の『守護神伝
‐第二章‐』の「Eagle Fly Free」に Knockout されて HM の世界へも足を踏み入れる。
その後ｼﾞｬｰﾏﾝﾒﾀﾙ系を中心にﾒﾀﾙ傾倒。
22 歳 ASIA 繋がりで YES『危機』を聞いて衝撃を受ける。ﾌﾟﾛｸﾞﾚ四天王を聴きまくる日々が続
き、亡き叔父の薦めで Camel『Mirage』と出会いさらなるﾌﾟﾛｸﾞﾚの深みにはまっていく。
ﾛｯｸとｸﾗｼｯｸの融合が自分の好みに合うことを知り、ﾌﾟﾛｸﾞﾚだけでなくﾊｰﾄﾞﾛｯｸやﾍﾋﾞｰﾒﾀﾙ
の世界でもそのような音楽を求めるようになる。
20 代後半～
ﾌﾟﾛｸﾞﾚ、ﾊｰﾄﾞﾛｯｸ、ﾍﾋﾞｰﾒﾀﾙの CD をジャケ買いや帯買い。来日ﾗｲﾌﾞも金に糸目を付けず
に出張る日々。
46 歳～現在
カケレコに出会う。改めてﾌﾟﾛｸﾞﾚの世界に引き込まれる。ﾌﾟﾛｸﾞﾚ＆ﾊｰﾄﾞﾛｯｸだけでなくｻ
ｲｹ（ﾊｰﾄﾞｻｲｹ）の魅力を再確認。(Jefferson Airplane は若い頃より愛聴していたが、それ
以外知らなかった)
● 音楽以外の趣味＝プラモデル作り。車とバイクを中心に、お気に入りの音楽をかけての製作時
間が自分の最高のひと時です
● カケレコへメッセージ＝音楽の素晴らしさを改めて教えてもらっています。ニッチな世界の音
楽かもしれませんが、カケレコさんのレビューが新たな感動を与えてくれています。古きモノから
新しいモノまで・・・いいモノはいいモノですね。これからも楽しみにしていますので、頑張って
ください。
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カケレコで出会った 1 枚
WINTERHAWK 『REVIVAL』(1981)
とにかくかっこよくて衝撃的だった。30 年以上洋楽を聴いてきた中でベスト５
に入る衝撃と感動を与えてくれたｱﾙﾊﾞﾑでした。「Free To Live」は私の中の
NO.1song になりました。全盛期のﾗｲﾌﾞを見たかったなぁ～とも。この作風で
もっとｱﾙﾊﾞﾑを作って欲しかったなぁ～って心底思いました。
（他にも AINIGMA『DILUVIUM』、CAROL OF HARVEST 『CAROL OF HARVEST』、
ERLKOENIG『ERLKOENIG』。やっぱりｼﾞｬｰﾏﾝ系好きなんだなぁ～。）
ぜひ聴いて欲しい１枚
WINTERHAWK 『REVIVAL』(1981)
上の回答と同じ 4 枚と言いたいですが１枚と言われると・・・Winterhawk
/Revival です。とにかくｱﾙﾊﾞﾑの最初から最後までカッコよすぎる！最後に
「Free To Live」でダメ押し。何度聴いても身体が勝手に踊り（頭を振りそうに
なる）だしそうになる・・・そして涙が溢れてくる感動が。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
コアなファンはついて行きます！変わらずに音楽の素晴らしさを伝えていてほしいです。

STAFF COLUMM

文・スタッフ みなと

高円寺 small music の思い出
東京の高円寺にあった CD のレンタル・ショップ、small music に一時通っ
ていました。店員さんの知識が凄く、「何かいいのありませんか？」と聞く
とジャンルや年代、国にとらわれないおすすめの CD を見繕ってくれました。そこで
出会った音楽は今でも大切に聴き続けているものばかり。まだ知らぬ音楽に飢えていた私
にとって、オアシスのようなありがたい存在でした。残念なことに今はもう無く、神社の
横のそのビルはほかの会社が入っています。
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猫にストマッククロウ

さん

新潟県在住

53 歳

カケレコ歴：なし

● 好きなジャンル/アーティスト＝大雑把に､70 年代のハード・ロックと同じく 70 年代のプログ
レ｡どちらもブリティッシュとアメリカンがメインですが､プログレは 30 代以降ユーロ圏のグルー
プも聴いて､プログレ者の旦那としてヤクザな道にどっぷりとハマッております(大笑)｡
● 音楽遍歴
中学 1 年の頃ホール&オーツの「モダン・ポップ」が初めての洋楽｡で､ダリル・ホールの「セイク
レッド､ソングス」のプロデューサーがロバート・フリップ(笑)｡そこからクリムゾンや EL&P､イ
エスを聴く様になりました｡ハードロックは姉がクイーンやツェッペリン､エアロスミスを聴いて
まして､その影響ですが､私の嗜好とはちょっと違ってますが｡それとゴールドワックス誌に連載
された三田村善衞さんの「ブリティッシュ・ロック列伝」の影響が大きいですね｡
● 音楽以外の趣味＝猟銃｡英国製の散弾銃が欲しいが高価で無理｡ドイツにイタリア､日本製は所
有したが､各々の国民性が出て面白いですね｡射撃用で無い狩猟用の散弾銃でクレー射撃を楽しむ
酔狂な事をしております｡フライ・フィッシング｡英国式毛鉤釣り｡英国発祥の釣りですね｡バイク｡
ジャニス・ジョプリンは「ベンツが欲しい」と歌い､コージー・パウエルはドゥカティが欲しいと
「炎」のインタビューで言ってましたが､私も欲しい｡国産しか乗った事がないので｡因みにハーレ
ーはいらない(笑)｡
● カケレコへメッセージ＝購入した事がないのに本当に申し訳ありません｡今度きちんと購入し
ます｡コロナウィルスで貴店も大変でしょうが､影ながら応援しております｡ステイホームで貴店
のサイトで大変楽しませて頂きました｡市川 哲史さん深民 淳さんのコラムも楽しく「炎」を思い
出しました｡市川さんの本「どうして､､､」のプログレとメタル購入しました｡「箱男」は買ってな
いですが｡深民さんはヤクザのベンツに蹴りを入れたとか､酒井 康さんが「一人や二人東京湾に沈
めているんじゃないか」とか､深民さん自身も「東京湾に沈めるぞ!」と「炎」に載ってましたが､
今まで何人沈めたのでしょうか？(大笑)｡
カケレコで出会った 1 枚
色々なバンドが有り１つに絞り切れないのですが､試聴出来るので有難いです
ね｡ディスクガイド本で気になるアルバムの購入基準になります｡近年アメリカ
ンハードロックばかり聴いていて「オランウータン」とか「ジョド」が気になり､
購入検討しております。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
STARDRIVE『STARDRIVE』(1974)
皆様知っていると思いますが｡ロバート・メイソンのアナログシンセが縦横無尽
に駆け巡る内容はもう素晴らしいですね｡
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Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
時代に抗うが如くアナログ盤も扱う様になってたりして｡オリジナル盤､再発盤含めて｡マニアや
コレクターならレコード､CD といった形として残る「物」として所有したいと思いますが(笑)｡映
像や音楽の配信事業には行かないと思います｡それとも秘密結社みたいに地下組織としてコンサ
ート音源や映像を販売してたりして(大笑)｡

田舎のアンディ

さん

新潟県在住

60 歳

カケレコ歴：5 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝スワンプロック、南欧ロック、トラッドフォーク、ゆるいクラ
ブジャズとラテンポップス、レアグルーヴ系、ニューオーリンズの R&B、女声ゴスペル、アラブ
とアフリカの 70s ポップス、クラシックの室内楽などが好きです。日本は奄美や沖縄の民謡。
● 音楽遍歴
中学でポルナレフ、高校でディラン、ボブ・マーリー、ライ・クーダー、パティ・スミス、東京の
専門学校時代はコステロ、イアン・デューリー、ルーツレゲェ、英国トラッドフォークやモダンジ
ャズ。30 代ネオアコとワールドミュージック。40 代 R&B とジャズファンクとレアグルーヴと
MTV。50 代以降はこだわりなしでなんでも。60 歳からは YouTube。
● 音楽以外の趣味＝美術本や写真集をバラして好きなものだけ切り抜いて、クリアファイルにス
クラップすること。自作の曲をライブで歌うこと。
●カケレコで出会った作品
無視していた 80s ロック、HR、無名の最近の SSW、ケルト系の聴きやすいものに当たりがありま
した。アーティスト名、曲名は覚えないことにしました。いい曲だけパソコンに取り込んだら CD
はすぐに処分しています。集めることはやめました。歳だし、いっぱいあっても聴く時間がないで
すから。いろいろ聴くより好きな曲を繰り返して聴きたいです。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
80 年代、90 年代の全盛期を過ぎたベテランロッカーの B 級 R&R でいい曲を探してみましょう。
100 円、290 円のものの中から。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
CD はなくなりませんよ。レコードより好き。編集しやすいですから。YouTube より音もいいです
から。がんばってください。
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K

さん

栃木県在住

57 歳

カケレコ歴：10 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝ピーター・ゲイブリエル：世界がまさにバーチャルな次元へ踏
みこむ８８年に立ちあげたレーベル ー 「リアル・ワールド」という名称の多義性と重みをいまあ
らためて感じずにはおれません。ジェーン・バーキンは神。好きなジャンルはプログレとネオアコ。
● 音楽遍歴
PFM 来日の CM が流れていた 1975 年（13 歳）、カーペンターズの「緑の地平線」を購入。
高校時代は「ユーロ・ロック・コレクション」
、FM「スペース・フュージョン」、ジェネシスの公
演。大学では前衛ロック研究会「ユーテラス」に所属し、ロル・コックスヒル／突然段ボール、P
－ MODEL、裸のラリーズほかのライヴ主催に参加。９０年に初購入した CD は「イマジン」。
● 音楽以外の趣味＝深くない歴史の研究：最古の中古盤店。あらえびすの『音樂は楽し：黎明期
音盤収集家随想』に、元祖は「名曲堂」とされるが、青木健吉(あらえびすの知人)の義兄の「何と
か言う人(原文ママ)」が関東大震災まえに神楽坂の夜店で売買していたのが最初、とあり、それな
りに調べても正確な年と屋号が不詳。中古盤店百周年かもしれず、ご教授ください。
● カケレコへメッセージ＝驚きというほかありません。古今東西のワクワクする奇譚を話しつづ
けたシェヘラザードでさえ千夜で語りおえたというのに、七千数百日絶えまなく「ワクワク感」を
紡いでくださったのですから。さらなるワクワク感を期待して、お祝いと感謝のことばに代えさせ
ていただきます。
カケレコで出会った 1 枚
クラウディオ・バリオーニの諸作
M．パガーニ、R．フォッリとともに「イタリアのおじさん」三銃士だと思いま
す。ヴァンゲリス、C．ルスティーチ、J．ギブリンなど、人脈も豪傑。
「Tutti qui」
(You Tube で視聴可)の、彼とおなじ時代を歩んできたと思しき女性の涙ぐむ
ショットが忘れがたい。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
北島三郎「漁歌」(１９８３年。「北島三郎⑨」収録)
『「テクノ歌謡」ディスクガイド』にも掲載されていますが、PIL とゲイブリエ
ルの「Ⅲ」「Ⅳ」のスピンオフとでもいうべき作。民族音楽とロックと呪術と演
歌という、等号でむすべないものをむすんでしまったアレンジャーは清水靖晃。
動画は演奏がちがう。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
すでに可能なようですが、ユーザーの愛聴 CD20 枚くらをコンピュータに取りこみ、「組曲の 17
分あたりでグッと！」
「聞いたこともない言語のヴォーカル」
「メロトロン５台」といった注文も加
えて、100％お好みの曲を作製、紙ジャケをつけて新フォーマット(CD が流通しないことと矛盾？)
で販売。
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≪文・市川 哲史≫
「どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ」 担当

高校を卒業して故郷を後にする 70 年代末期まで、私にとってのレコード店は八つ墓村商店街に
ある《吉田楽器》だった。楽器店だけあってレコードのみならず、ピアノなど各種楽器や楽譜、さ
らには高級アンプやスピーカーなどオーディオ機器まで揃う、まさに〈音楽の見本市〉。私は洋楽
ロックを吉田楽器から学んだのだ。
アルバム、いわゆる LP レコードの値段は、1961 年 2,000 円→1974 年 2,300 円→1977 年 2500
円→1980 年 2800 円だったと記憶している。そして当時の一か月分の小遣いは、2,500 円。つまり
LP１枚買うのも命賭けだったのである。しかも「誰の何を買うか」選択するのがまた、毎回毎回
困難を窮めるのだ。だって洋楽ロックなんて当時は、マイナーでマニアックな趣味に過ぎない。も
ちろんネット社会は存在しないし、来日公演など夢のまた夢。
『ミュージック・ライフ』誌掲載の
わずかな写真と薄い記事さえ、貴重な蜘蛛の糸だった。だから頼れるのは己れの妄想力のみ――と
にかくレコードを聴き込み歌詞を読み込みジャケを眺め倒し記事を深読みしないと、決められな
いのである。
そんな私をずっと救済し続けてくれた吉田楽器は、まさに福音の場所だった。輸入盤はほとんど
置いてなかったと記憶している。しかし市場で流通していた国内盤は全て揃っていたのだ。どんな
LP でも売れたら必ず補充されるから、尋常じゃない品揃えである。廃盤なのにエサ箱に入ってる
限りは、購入することができた。あ、廃盤でもダメ元で注文したら、意外に問屋の売れ残りから届
くケースも珍しくなかったな。 なのでエサ箱に並ぶ LP 群がそのまま、ディスコグラフィーとし
て成立した。だから生徒手帳にひそかにタイトルをメモして、家に帰って清書するのだ。なんてア
オハルな。 さらに貧乏くさかったのが、ジャケ＆帯＆ライナーノーツ☆チェック。特にこっそり
商品の内から歌詞カードを取り出してライナーを必死に盗み読みしまくることで、情報を補填し
たものだ。このときの経験からか、のちに自分がライナーを書く側になったとき、当該アーティス
トのディスコグラフィーやメンツのキャリアの情報を最低限、でもできるだけ具体的に入れるよ
う心がけたのかもしれない。三つ子の魂百までも雀百までわしゃ九十九まで。
吉田楽器には試聴コーナーがあった。しかし買う気もないのに「試し聴き」をするほど、中坊
の私は厚顔ではない。だって店員さんに、ターンテーブルに乗っけて針を落としてもらわねば
ならんのだ。それだけに「今日は LP を買う！」と決心済みの日は、もう何枚も何枚も聴き続け
た。何を買うかはとっくの昔に決まってるのに、聴き続けた。ドリフに正式加入したばかりの志
村けんそっくりの店員さんに苦笑いされても、聴き続けた。
21 世紀に入ったばかりの頃だったか、それこそ 20 年ぶりに訪ねた吉田楽器は移店縮小を余儀
なくされていた。現在ではさらに郊外に移転し、それこそ楽器店に特化してるようだ。それでも、
志村けんと同じように禿げたあの店員さんの安否確認ができて、ちょっと嬉しかった私なのだ。
誰かにとっての吉田楽器になれるような CD 店なら、やってみても悪くない。
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H.A

さん

千葉県在住

20 代

カケレコ歴：3 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝ジャンル問わず良い音楽を聞きたいと常に思っています。好
きなアーティストはフランク・ザッパです。彼の音楽、人生を含め、生涯を通して探求できるアー
ティストだと思っています。
● 音楽遍歴
10 代後半

00 年代の US インディを中心に聞く。大学の友人からフランク?ザッパを教えても
らい、ハマる。

20 代前半
20 代後半

バンド活動に勤しむ。
バンド活動終了とともに、一気にリスナーに偏向。音楽のルーツ、文脈、社会との
関わりに関心を抱くとともに､カケレコさんを知り現在に至る。カケレコさんのコ
メント、カケレコリスナーの皆様のレビューから勉強させていただいております。

● 音楽以外の趣味＝いろいろな地域の生活や文化を知ることが好きです。
● カケレコへメッセージ＝カケレコさんの情報量、リスナーズ・サポータシステム等の素敵な試
み、どれも素晴らしいと思っています。埼玉県出身なので、カケレコさんから荷物が届く時には、
まるで実家からの仕送りが届く時と同じようにわくわくしてしまいます笑。音楽に触れる喜びを
これからも届けてください。
カケレコで出会った 1 枚
DISCUS 『1ST』(1999)
東南アジアの音楽になんとなく感じられる特有の湿ったサイケ感が好きです。
特にインドネシアには強い思い入れがあり、注目していたところ本作に出会い
ました。プログレッシブ・ロックとインドネシア土着の音楽がまさに融合した名
盤かと思います。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
仮に CD が流通しなくなってしまったとしても、音楽の情熱を私たちに届けてくれていると思い
ます。でもやはりモノがもつ魅力のようなものはずっと支持されていくのではないかとも思いま
す。

shiro

さん

大阪府在住

60 歳

カ ケ レ コ 歴 ： 15 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝無節操なのでしょうか？好きなジャンルは増える一方です。
敢えて言うならばビートルズっぽい音作りのアーティストに惹かれてることが多いです。それと
ドラム、パーカッションが効果的なサウンド作りをしている曲が好きです。EDM の良さが全く分
かりません。
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● 音楽遍歴
60 年代半ばの小学生は母の内職を手伝う毎日でした。お目当ては母のトランジスタラジオから流
れる「NHK 午後のロータリー」リクエストコーナーで聴いたバート・バカラック、ビリー・ボー
ン楽団、ビートルズ、ストーンズ、・・・・勿論、誰の何ていう曲って意識はなく楽しんでいた。
これは凄くいい聴き方だって思います。今ではこんな純粋な聴き方は絶対無理です。
そんなポップス好きの小学 3 年に衝撃が走ったのはスペンサー・デイヴィス・グループの「アイ
ム・ア・マン」だった。グルーヴって言葉も知らない 8 歳児はこの高揚感を数年後に味わう射精の
衝撃と共に音楽鑑賞を生きる糧としてライフワークに組み込みました。
レコードを買えないし、それ以前にステレオはおろか、プレイヤーさえない状態。私は父が譲り受
けた SONY のモノラルオープンリール TC800 で１時間テープ 3 本に好きな曲を詰め込んで楽し
みました。
小学 5 年の時、新聞配達のバイトを許されてナショナルのラジカセ TIME を購入｡この時点で僕は
まだステレオという概念を持っていなかった。そして父は物凄いものをまた譲り受けてきた。ステ
レオだった。システムコンポには程遠い仏壇のような木箱でしたが、僕には衝撃でした。何といっ
ても左右で音が分離されて、頭の中に無限の宇宙が広がっていくのです。
そしてまた事件が起こりました！FM 放送が始まったのです。レコードを持たない僕でもステレオ
で音楽が聴けたんです。1970 年前後、夜の AM ラジオは洋楽花盛りで、ソニーや東芝がプログラ
ムを戦略的に行っていました。私はソニーのニューロックにどっぷりでした。シカゴです。シカゴ
のアルバムに「アイム・ア・マン」が収録されてたのには運命的なものを感じました。そして雑踏
の中の孤独を流麗なメロディーに昇華させたサイモン&ガーファンクル、狂熱のラテンリズムとジ
ャズテイストのサンタナ。軽快なカントリーロックのポコ｡東芝の番組では EMI の大御所ビートル
ズが解散して新たなスターを模索中って感じで、奇妙なサウンドに溢れてた。ホークウインドの
「シルバーマシン」、デヴィッド・ボウイの「スペース・オディティ」、中でもピンクフロイドの「青
空のファンタジア」はすごく気に入った。「夢に消えるジュリア」も同時に聴いて虜になったが、
「原子心母」は苦手だった。１年後アルバムを買ってから「デブでよろよろの太陽」
「サイケデリ
ックブレックファスト」の B 面に感動した。勿論、その頃は「おせっかい」に完全にノックアウ
トされていた。
FM 放送が開始されてレコーダーもステレオ時代になり、本格的にエアチェックに翻弄される中学
生の私はバイトと番組録音に明け暮れ、睡眠は授業中に取るという有様になりました。NHKFM の
「朝のリズム」「サウンドオブポップス」などアルバム 1 枚丸ごと放送していた時代。そして FM
大阪 田中正美の「ビートオンプラザ」が私の青春でした。
1970 年から 1974 年という期間に思春期を迎えた私はやっぱり幸福なんだと思います。
オルタモントの悲劇、ビートルズ解散、ヘンドリックスの死を乗り越えてポップミュージックは百
花繚乱、ブラスロック、カントリーロック、グラムロック、カテゴライズ出来ない強力な才能が猛
威を振るったのです。難解だったフランク・ザッパはスモークオンザウォーターの火事とステージ
- 55 -

落下でマザーズを解体してからは「ワカ・ジャワカ」から「万物同サイズの法則」まで凄くわかり
やすい音楽を披露してくれました。イエスの「危機」は全く隙のないアルバム。特にクリス・スク
ワイアのベースが素晴らしかった。青い影の幻影をプロコルハルムは「グランドホテル」で払しょ
くした。セッションマン、デヴィッド・ゲイツのブレッド！アソシエイションと共にソフトロック
の金字塔！エリック・バードンに見出されたウォーの快進撃！「ホワッツ・ゴーインオン」
「黒い
ジャガー」からニューソウル爆発！マーヴィンゲイ、スティーヴィー・ワンダー、ダニー・ハサウ
ェイ、カーティス・メイフィールド！「おせっかい」とは別次元の頂点はクリス・トーマスとアラ
ン・パーソンズの音魔術で創造された「ダークサイド・オブ・ザ・ムーン」。フロイドはこのアル
バムで燃え尽きた。
エルトンのガス・ダッジョン時代は神懸り、ナイジェル、デイビー、ディーが居てこその成功｡
第 2 期ジェフベックグループ、極上のソウルフレーバーと荒々しいカクタスとのコラボを通じて
ソフィスティケイトされた「ブロウバイブロウ」へ昇華｡CTI レーベルのジャズのポップ化戦略、
デオダートで爆発！マハヴィシュヌオーケストラ、ウェザーリポート、リターントゥフォーエバ
ー、そして逆にロックからジャズのソフトマシーン、ニュークリアス、コラシアム、ユーロからも
フォーカス、アルティ・エ・メスティエリ、アレアなどが活躍｡
「幻惑のブロードウェイ」が形骸化されたプログレシーンに止めを刺す。パンクの足音が・・・｡
● 音楽以外の趣味＝絵画が趣味でしたが、仕事を始めてからは、収集した音楽を聴くだけで精一
杯です。
● カケレコへメッセージ＝ホントに頑張って欲しいです。音楽を真剣に愛さない人が音楽ビジネ
スに携わってメチャクチャにしてしまいました。もう過去の音源の発掘にしか活路は見出せませ
ん。
カケレコで出会った 1 枚
保守的なのか固定観念が邪魔をするのか、新たな才能への感受性が枯渇してしまいました。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
PICTURES 『PICTURES』(1983)
EG レーベルから発売。Andy Stennett, John Rocca の名前しか解らないのです
が、凄く心地のいいアルバムなので皆で盛り上げて綺麗なリマスターで CD 化、
配信されたら嬉しいです。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
難しい、想像もつきません。
- 56 -

HOBO

さん

愛知県在住

61 歳

カケレコ歴：約 10 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝現在はプログレ中心ですが、あまりジャンルにこだわらず新
しい発見や刺激を求めてまだ聴いたことのない音楽を聴くのが楽しみです。比率としてはプログ
レが 7 割、その他（フォーク、トラッド）が 3 割くらいです。プログレではありませんが、オール
タイム・ベスト３は、
「南十字星」
（ザ・バンド）、
「ブルー・リバー」
（エリック・アンダースン）、
「When Will I See You Again 」（Ian Tamblyn）です。
● 音楽遍歴
小学６年頃（1971 年頃） ピンク・フロイド「吹けよ風、呼べよ嵐」を当時の大学生に無理や
り聴かされた。
中学時代（1972 年～）

当時のポップス、ロックなど洋楽ヒット曲を聴く様になり洋楽に夢
中になった。 プログレも好きで、ムーディー・ブルース、イエス、
ピンク・フロイド、ジェネシスなどをよく聴いていた。

高校/大学時代（1975 年～）ザ・バンドを最後にロックをほとんど聴かなくなり、フォークとト
ッドを聴く様になった。
1980 年頃～（約３０年） フォーク、トラッド中心の時期。フォークのお気に入りは、Ernie
Graham、Eric Andersen、David Wiffen、Ian Tamblyn、Don Nix、
Ron Davies、Jack Hardy など。トラッドのお気に入りは、Christine
Primrose、Dougie MacLean、Nic Jones、Dolores Keane & John
Faulkner 等。
2010 年頃～（約１０年） プログレ中心の時期。お気に入りは、Amenophis、Tempus Fugit、
Barock Project、Little Tragedies、Millenium、The Dear Hunter 等。
● 音楽以外の趣味＝堤防からの海釣りが好きです。残念ながら今年はまだ自粛中ですが、多かっ
た年は年間 50 回以上出かけました。
● カケレコへメッセージ＝カケレコに出会ってから約 10 年ですがその間にどんどんプログレに
ハマっていきました。自分としては 70 年代で止まっていたプログレがその後も世代が変わりなが
ら生き続けていた事を知りました。80 年代以降（およそ 40 年間）のブランクをカバーできるとは
思えませんが、70 年代に聴けなかったものも含めて少しでも多くのまだ聴いていないプログレを
聴きたいと思っています。
カケレコで出会った 1 枚
BAROCK PROJECT 『DETACHMENT』(2017)
これまでで特に気入っているのは、Barock Project です。ほぼ全アルバムを聴き
ましたが、私は「Detachment」が好きです。
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ぜひ聴いて欲しい 1 枚
プログレでは私がカケレコユーザーに勧められるものはありませんが、プログ
レ以外では、カナダのＳＳＷで、IAN TAMBLYN『WHEN WILL I SEE YOU
AGAIN』(1980)はプログレ・ファンにもお勧めかも。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
それはあまり考えたくないです。今の流通状況が続くことを願っています。

プログレッシブ大島
●

さん

埼玉県在住

50 代

カケレコ歴：10 年

好きなジャンル/アーティスト＝特に好きなジャンルはプログレ、きっかけはフロイドの「吹

けよ風～」がブッチャーの登場曲に使われて、フロイドから ELP、yes、genesis などに至り、87
年武道館での圧巻のライブを見て感動！以来 genesis は生涯好きなバンドのひとつに。アルバム
的には「invisible touch」までですが。
● 音楽遍歴
小五で初めて買ったシングルはアリスの「ジョニーの子守り唄」。
中 1 で初めて買ったアルバムはビートルズの「バラードベスト 20」(ジャケットのイラストが好
きでした)。テクノ、シンセブームで YMO にハマり、冨田勲、喜多郎、などのインスト物も好き
に(プロレスのテーマ曲含む)。
高校では、ロックの洗礼を受けつつ、復活イエス、クリムゾン、ジェネシス、EＬ&パウエルなど
のプログレ組が贔屓に。
20 代ではプログレ作品が入手しにくく、受難の日々。ライブの時にレコファンやタワー、WAVE、
D ユニオンなどへ寄って CD を買い漁る。カケレコさんを知り世界が大きく変わる。
● 音楽以外の趣味＝小説を読んだり、ラジオ(メールが採用される事に無常の喜びを感じていま
す。)を聞いたり、インドア派です。他には畑仕事も好きになりました。今はナス、きゅうり、オ
クラ、トマトの夏野菜を植えています。
● カケレコへメッセージ＝今はコロナなど、先が見えない時代ですが、まだまだ発掘されていな
いアルバムやアーティスト、年齢を重ねても聴ける音楽を教えて頂きたいと思います。
カケレコで出会った 1 枚
FLOWER KINGS 『SPACE REVOLVER』(2000)
全編ファンタジーの金太郎飴に感動。またマジェランも好きでした。ドラムが打
ち込みとは言え、線が太くアメリカの爽快なプログレ。
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ぜひ聴いて欲しい 1 枚
イギリスのシンガー レスリー・ダンカン
(アランパーソンズの「EVE」ゲストボーカル、ラストの曲)独特の憂いのある声
が好きで、ジャニス

イアンと似ている？。1st2nd カップリング＋ボートラは

お得かもしれません。是非、機会がありましたら聞いてください。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
マニアックなバンドやグループの曲、歌謡曲など入手困難な楽曲を探し出して配信、提供してくれ
る。

♪ 2018 年のカケレコ年間ベストセラー TOP3
1 位：DRY RIVER / 2038
2 位：TELEGRAPH / MIR
3 位：DAVE LEWIS / A COLLECTION OF SHORT DREAMS

当時の出来事や人気記事など WEB マガジンで公開中！
「カケレコのあゆみ～2017/8 年編～」https://kakereco.com/magazine/?p=50757

JIJI

さん

北海道在住

50 代

カケレコ歴：7 年程

● 好きなジャンル/アーティスト＝[ジャンル]ブリティッシュフォーク[アーティスト]ペンタン
グル。16 歳のときにバートヤンシュを知って以来、色々な音楽が好きですが、やはり一番落ち着
くのがペンタングルの音楽です。あれから物凄く年月が経ちましたが、今も新鮮な気持ちで聴いて
います。
● 音楽遍歴
12 歳 ビリージョエルで洋楽に目覚める。
15 歳 ストーンズ、ビートルズ、ゼッペリン、クリームなどを聴きまくる
22 歳 ローラニーロとトニーコジネクを知り、シンガーソングライターに目覚める
35 歳 ジャズに傾倒、マイルスとキースジャレットがお気に入り
45 歳 キングクリムゾンをこの年でハマることになり、プログレに目覚める
50 歳 イタリアンロックに傾倒、アレアや PMF など聴き漁る
52 歳 クラウトロックにハマり、CAN を愛聴
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● 音楽以外の趣味＝音楽以外だと、昔から将棋が好きなのもあり、インターネットでチェス対局
を楽しむのが好きです。
● カケレコへメッセージ＝いつもお世話になっています。おかげさまで自分の音楽の見識を広げ
る機会をたくさんもらっています。今後もビシバシ、レアな音源の発掘をよろしくお願いいたしま
す！
カケレコで出会った 1 枚
MOON SAFARI『BLOMLJUD』(2008)
このセカンドにはいままでにない音楽の発芽を見て感動したのを覚えています。
それからビッグネームになりましたが、いまだにこのアルバムは愛聴していま
す。(他には BAROCK PROJECT『SKYLINE』)
ぜひ聴いて欲しい１枚
JERICHO『JERICHO』(1972)
イスラエルのハードロックなんてカケレコにお世話になるまでは考えもしませ
んでしたが、これは全てのハードロックファンに捧げます！オープニングでお
なかいっぱいという人もいますが、なかなかどうして、最後までたっぷり聴かせ
ます。
Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
ネット配信や流行のものはしっかり利用して、個人的にはアナログレコードを発掘してくれるお
店になったら素敵なのにな、と思います。

oh-zappa

さん

愛知県在住

63

歳

カケレコ歴：5～6 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝プログレ（カンタベリー系）サイケデリックが好きです。お気
に入りは FRANK ZAPPA、CAPTAIN BEEFHEART、GRATEFUL DEAD。
● 音楽遍歴
13 歳

ビートルズ

14 歳

ツェッペリン

15 歳

PINK FLOYD の原子心母を聴いてからプログレに目覚める。田舎なので情報が何も

GFR

ない中、雑誌、ラジオの情報を元にプログレを細々と集め出す。
24 歳

HOT RATS を聴いて ZAPPA 信者に。それからずーと。

30 歳頃

日本のインディーズ系

PSF 系

灰野敬二

本のロックも好きです。四人囃子

WHITE HEAVEN 等。ラリーズ等、日

ゆらゆら帝国。

メジャーなものはなんでも大嫌い。
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● 音楽以外の趣味＝趣味でブルーズバンドやってます。イラストを描きます。デザインは職業で
もあります。マイナーな本や映画を見るのが好きです。
● カケレコへメッセージ＝あまり買わないのでいいお客ではないので申し訳ありません。今後も
安くて興味のあるのだけたまに買います。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
ALEXANDRO JODOROWSKY『EL TOPO』(1971）
映画「エル・トポ」のサウンドトラック。たまに聴きたくなります。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
それがわかれば未来は明るいですね。

badhashi

さん

愛知県在住

67 歳

カケレコ歴：10 年位

● 好きなジャンル/アーティスト＝何でもきくけど 60 年代 70 年代日米問わずロックかな。衝撃
を受けたのは LZ のファーストとジャクソンブラウンです。FAB4 はサージェントから現体験しま
した。
● 音楽遍歴
10 才頃加山雄三にあこがれ､それから GS に夢中になり､GS がカバーする洋楽から真剣に聞く
ようになる｡
18 才頃から､外タレ､日本のグループ､フォークロック問わず何でも見に行きました。
23 才頃ジャクソンブラウンを初めて聞いて SSW 一辺倒になる。
AOR ブームと共にロックからソウルばかり聞き出し 45 才まで集める｡
それ以降コンサート企画したり DJ やったりミニコミに書いたり。おかげでこんな風になりまし
た｡
● 音楽以外の趣味＝音楽以外何もありません。ほんとですよ。だからコロナで出ていかないで家
にいる事平気です.。
●カケレコへメッセージ＝兎に角おめでとうございます。ずっと続けて下さい。余り買わなくて申
し訳ないけど応援しています。
カケレコで出会った 1 枚
余り買わなくてすみません。以前は BIGPINK ばかり買ってましたね｡
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ぜひ聴いて欲しい 1 枚
ERIC ANDERSEN 『BLUE RIVER』(1972)
これと言ってないけどニック・ドレイクとジュデイ・シル。忘れていけないのが
エリック・アンダーセンのブルーリバー。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
想像したくないけどとにかく音楽を愛する店になって下さい。私は CD なくなったらスマホとか
できくのではなくてまたレコードきくでしょね。

ハム太郎

さん

埼玉県在住

54 歳

カケレコ歴：10 年ぐらい

● 好きなジャンル/アーティスト＝プログレッシヴ・ロック。エイジア（洋楽を聴き始めたのが８
０年に入ってからで、当時スーパーバンドとして話題に上がっていた。その後、コンサートも 3 回
ぐらい行った。）
● 音楽遍歴
15 歳 アバ「ベスト」｡ここから洋楽にはまる。英語が苦手だが，何を言っているかわからない
方が飽きない。毎日のように聞いていた。
16 歳 キングクリムゾン「キングクリムゾンの宮殿」を聞いて絵を書くという高校の美術の授
業があった。ここからプログレに興味を抱きラジオでダビングしたカセットテープを何
回も聞いていた。この間高校３年間は洋楽ばかり聞いていた。
19 歳 池袋の輸入レコードで、フォーカス、キャメル、ゴブリン、ラッシュ｡変わったところで
は、ヘッド・イン・スカイなど購入して聞く。ヘビメタ（デフ・レパード等）も聞いて
いた。その後、カラオケブームもあり邦楽など、色々聞いていた時期｡
39 歳 本「ディスク・ガイド・シリーズ」からプログレでも知らないバンド（ジェントル・ジ
ャイアントやエニドなど）があることを知ってから、CD を購入するようになり、特に
「ユーロ・プログレッシヴ・ロック」から色々なプログレ（I pooh,banco,ange 等）の
CD を購入して聞くようになる。
以後、「ストレンジ・ディズ（現在休刊）」で情報を得て、「カケハシレコード」を知る。
現在に至る。
● 音楽以外の趣味＝テニス。年を取っても続けてやっていれば、長くできるスポーツなので、続
けています。
● カケレコへメッセージ＝特に最近（ここ 5 年ぐらい）のプログレの情報の詳しい本が売ってい
ないので、助かります。
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カケレコで出会った 1 枚
BIG BIG TRAIN 『ENGLISH ELECTRIC PART 2』(2013)
本『21 世紀のプログレッシヴ・ロック 100』から

ぜひ聴いて欲しい 1 枚
PINK FLOYD『THE WALL』(1979)
２月にトレビューバンドのブリット・フロイドのコンサートをみて、凄さに再確
認しました。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
色々な分野への情報満載で、現在は音楽を聴いてから CD を購入するか検討している。

R_B

さん

群馬県在住

40 代

カケレコ歴：5 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルはサイケデリック・ロック、デッド、カン、VU
などがお気に入りです。
● 音楽以外の趣味＝音楽以外だと旅行です。特に山や川、自然のあるところが好きです。
● カケレコへメッセージ＝いつも大変お世話になっております。引き続き、どうぞよろしくお願
いいたします。
カケレコで出会った 1 枚
SHESHET 『SHESHET』(1977)
イスラエル・ロック特集で嵌りました。その後 NO NAMES、KAVERET 等々、
他のグループもカケレコさんで知り、CD を購入させていただきました。どれも
一生ものです（素晴らしい）。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
BOB SMITH『VISIT』(1970)
グレイト！
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papa

3

さん

神奈川県在住

61 歳

カケレコ歴：約 4 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルのひとつはプログレ。お気に入りバンドは 70
年代中盤までの Yes です。13 歳で「Close To The Edge」を聴いて以来、プログレの道に入りま
した。同バンドのフォロア―は数あれど、この時期の Yes は私にとって当時の高揚感を思い出さ
せてくれる特別な存在です。
● 音楽遍歴
初めて買ったレコードは小学校 6 年の時。The Beatles「Hey Jude」のシングル。
中学時代に Yes「Close To The Edge」に出会い、Genesis を除く 5 大バンドを聴くようになる
（genesis はどうも受け付けなかった、今でいう「シアトリカル」が合わなかったみたい。聴くよ
うになったのは、Peter Gabriel がソロで大ヒットを飛ばすようになってから）。同時に、
The Beatles「青版」、Simon & Garfunkel、CSN & Y、Deep Purple、The Eagles、陽水、かぐ
や姫等を聴きながらフォークギターを弾いていた
高校時代はプログレと並行して、なぜかアコーステックのカントリー・ブルースギターに嵌り、
Stefan Grossman の教則レコードで練習し、Doc Watson、Tony Rice に行きつく。高校までは
山陰地方の小都市のため、音楽情報は NHK‐FM や旧 FEN の音楽番組、ミュージックライフや
音楽専科の情報誌に限られ、あと洋楽ヒットチャートは大好物でした（最近のは全く追いていけ
ませんが）
大学で上京して出来た友達の影響でジャズに嵌る。50～60 年代のいわゆる名盤から聴き始め
Miles 周辺からクロスオーバー、フュージョンに行く着く。また、ジャズ・ロックから Frank
Zappa に嵌り、収集を開始する。同時に、AOR、ウエスト・コースト、産業ロック（今で言うと
ころの「ヨット・ロック」ですかね）の洗礼を受ける（今でも大好物）。
会社員になる前後の Asia や Yes「90125」の大ヒットで再びプログレに戻る。その頃から CD 時
代になり、過去のレコードの CD 化が多くなったので、その収集と共に、これまでラジオ等で知
っていた/聴いていた他のジャンル（米南部スワンプ、英フォークロック、ソウルファンク）の
収集も開始する。
8 年ほど前の CD プレーヤーの故障を機に、AV 環境の PC&ネットオーディオ化を進め、現在の
サーバ保有量は、4,400 枚を超える(嫁と共有のため、邦楽、クラシック、落語を含む）。
● 音楽以外の趣味＝[映画鑑賞]個人的には洋画専門ですが、会社員時代から同僚と毎月一回、会
員の投票を選ばれた映画の鑑賞会を開催中。楽しみは鑑賞後約 2 時間の反省会と称する飲み会（現
在は新型コロナの影響で休会中）です。[アート鑑賞]個人的には 20 世紀初頭までの西洋絵画の鑑
賞が中心でしたが、現代美術のインスタレーション好きな嫁の影響で各地のトリエンナーレや現
代美術館巡りをしています。
● カケレコへメッセージ＝人生 100 年の時代、その後半も 10 年過ぎましたが、まだまだ大きな
趣味のひとつである「音楽」にワクワクし続けたいと考えています。 今後もその手助けをよろし
くお願いします。
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カケレコで出会った 1 枚
BRUNO MANSINI 『DREAMS FROM THE EARTH』(2013)
「ムーン・サファリへのブラジルからの回答！」とのことで購入してみたが、
聴いてみたらレコ評にもあるように「こりゃ 70 年代中盤頃でリードヴォーカル
が交代したらこうなるだろう Yes だ」と驚き、「Going For The One」と聴き比
べをしてしまいました。Moog の気持ちよさは格別です！
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
801『LIVE』(1976)
1976 年に当時の英プログレ関連の Phil Manzanera 等の有名/腕達者が集まった
「801」と呼ばれるプロジェクトのライブ盤。とにかく Manzanera の「Diamond
Head」を聴いてください！

スタジオ版の何倍もの夢心地/浮遊感に浸れます。

他にも意外なグループの曲を面白くカバーしてたりして飽きない一枚です。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
最近、レコードの生産量が増えているように、CD も簡単には無くならないのではないでしょうか。
変わるとすれば流通方法であって、大手メジャーレーベルは CD から手を引くかもしれない（米で
はかなり進んでいるようですね）が、カケレコファンに多いと思われる小規模/ニッチ向けの媒体
としてはまたまだ捨てたものではないのではと（カケレコファンがダウンロードやストリーミン
グなんて考えられないと思っているのですが）。CD の流通を維持していくのをカケレコに期待し
ています。

ルゥバセット

さん

兵庫県在住

68

歳

カケレコ歴：約 2 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルはスワンプ系ロック。
いっぱいあり、書ききれません。私が 20 歳前後ぐらいと思いますが、昔過ぎて記憶があやふやで
すが、深夜ラジオから流れてきた、CCR です。曲は確か「光有る限り」だったと思います。歌う
と言うより、うめくと言った方がいい感じのジョン・フォガティのボーカルに鳥肌が立ちました。
ここからの私のスワンプロックがはじまりました。
● 音楽遍歴
15～16 歳

やっぱりビートルズ

17 歳～20 歳

UK ハードロック

20 歳前半～

アメリカンロック

24 歳～68 歳まで

スワンプ系と SSW 系ロック。この歳までアホちゃうかと自分でも、おもて
ます。
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●音楽以外の趣味＝メダカ・金魚の飼育。ランの栽培。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
MALLARD
リトル・フィートやライ・クダー等が好きな人に聞いて貰いたい。1975～1977
年頃に二枚のアルバムを出しています。何が凄いと言うと、ボーカルです。テキ
サスの場末の酒場でグラスに塩酸を注ぎ、その中にガラスの粉を入れて軽くう
がいをしてから歌いだします。曲目は、ガイ・クラークの(DESPERADOS
WAITING FOR A TRAIN)無法者を待つ列車のようにです。このボーカルには、リンク・レイおじ
さんも、ジェス・ローデン、フランキー・ミラー、ポール・ロジャース、ロバート・パーマー、そ
して、ジョン・フォガティもこの人の前ではひれ伏します。この人とは、
「サム・ガルピン」SAM・
GALPIN です。個人的には NO,1 のボーカリストです。輸入盤で見つけたときは、是非とも買って
くれ、命令です。！！！

Comezoid

さん

北海道在住

15 歳(高 1)

カケレコ歴：2 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝好きなジャンルはプログレ。IDM(intelligent dance music)で
無調や変拍子、インプロ物が好きです。そんな訳で、当然 King Crimson に衝撃を受けて目覚めた
クチです。父が音楽関係の仕事をしていることもあり、小さい頃から音楽に触れる機会が豊富でし
た。両親は３０代後半、グランジとポップスが好きな Nilvana 世代で、XTC や Red Hot Chili Peppers
を始め Kraftwark なんかも聴かされたりしていました。転機は 10 歳で Queen にハマったことで
した。そこから Yes に流れ、King Crimson 来日に間に合い、Steven Wilson に恋をしているとい
う感じです。
● 音楽遍歴
6歳

エレキギターを買ってもらう。

9歳

ドラムを習い始める。

10 歳

Queen をドラムレッスンで知り、40 周年 BOX を衝動買い。
プログレという言葉を知る。

11 歳

Yes にハマる。Bill Bruford は永遠のドラムヒーロー！

13 歳

宮殿とを来日記念価格で新品購入。も買い、その他のアルバムもレンタルして擦り切れ
るほど聴いて来日に滑り込み。21 馬鹿のラストキメと Starless の 13/8 拍子は琴線をブ
チ切りました。変拍子フリークの道を見出す。

14 歳

レコードを聴ける環境を整える。Gavin Harrison→ Porcupine Tree → Steven Wilson
の流れで、Kscope 、Insideout Music 辺りのポストプログレを聴きまくる。

15 歳

サラウンドを聴ける環境を整える。Radiohead のリミックスアルバムに衝撃を受け、IDM
を聴き始める。
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● 音楽以外の趣味＝僕のヒーローは 2 人いて、1 人は Steven Wilson。ロックスター！という様
に憧れました。もう 1 人は新スタートレックのジャンリュックピカード艦長です。演じるのは XMen プロフェッサーX 役などで知られるパトリックスチュワート。ピカードは 24 世紀のクルー
の元に 7 年間の調査飛行に飛び立った宇宙船、NCC1701-D 通称エンタープライズ号の艦長で、聡
明かつ思慮深い最高の人物像です。というわけで音楽以外ではスタートレックが好きです。
● カケレコへメッセージ＝学生にとって良心的な値段と良質な商品が揃っているカケレコ、最高
です！なんだ 15 歳かよ、青二才がと思われるかも知れませんが、この世代まで音楽の素晴らしさ
は染み渡ってるよ！伝えたくて投稿しました。カケレコが始まりで、いろんなレコード屋を回る楽
しさや、人と音楽の話をする喜びなど、「聴く」だけではない音楽の魅力を日々感じています。
カケレコで出会った 1 枚
FM『BLACK NOISE』(1977)
Rush の YYZ に衝撃を受け、他にこういうの無いかなーとカナディアンプログ
レ、特にトロント産を探していたところ、ぴったりその特集を組まれていました。
曲はまさに Rush×Yes×ヴァイオリンとデジタルサウンドという感じで、これ
だ！と思いました。ドライブ感のある曲と、美しいメロディー、じっくりとノら
せるグルーヴの使い分けが見事。アメリカの突き抜けたポップセンスとイギリスの偏屈さ、フラン
スのエレクトロニックやシンフォニックといった要素の合流地点と言ったところで、カナダなら
ではのミクスチャーだと思います。同じ気候の土地の音楽は血に語りかけるもので、カナダと北海
道の空気は似ているような気がします。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
Brown Bunny のサウンドトラック
えー、サウンドトラック？と思われるかもしれません。ですが中身は煙っぽいプ
ログレアルバムです。Brown Bunny とはインテリ映画の雄ヴィンセントギャロ
氏による作品で、映画内の BGM というよりも、ギャロが構想を考えるときにか
けていたプレイリストという意味合いの強いアルバムです。前半 5 曲は 60‘s の
モノラルなスムースジャズですが、これは前戯です。後半 5 曲は John Frusciante によるプログレ
ッシブな曲で構成されています。これがもう、とにかく素晴らしい。RHCP の影は一切ありませ
ん。そこにあるのは薬物に溺れ、そこから這い出した 1 人の男の音。Dying Song と Falling とい
う曲がおススメです。一聴下さい、できれば深夜真っ暗な部屋で。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
音質にうるさいプログレッシャー達がいる限り、CD は規模が縮小しても流通はすると思いますが、
もし仮にそういった時代が来てしまったらカケレコはレコードストアになっていると思います。
デジタルミュージックを批判するわけではありませんが、形態がそれだけでは音が良くても所有
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欲は満たされませんし、好みじゃない作品をいい値段で買ってしまった時の「くそっ、ここまで来
たら好きになるまで聴いてやる！」という根性が生まれません。それってつまらないことだと思い
ます。あとはやはり、レコードならではのアナログな丸い音、これに限ると思います、デジタルに
はどこまでいっても解像度が有るわけですが、アナログは最強ですよ。物欲、音質の面でデジタル
ミュージックに対抗できるレコードを、カケレコは取り扱うと思います。

ちむ

さん

愛知県在住

46 歳

カケレコ歴：5 年くらい

● 好きなジャンル/アーティスト＝オールドロック全般、50 年代～90 年代くらい。
その中でも、プログレッシブロックは、特に好きです。好きなアーチスト、バンドは、選び切れま
せん。
● 音楽遍歴
中学生

同級生の影響で、ビートルズに出会い、復活祭に行ったりしました。
同じ頃、リンゴ・スター初来日公演が Live デビュー。続けて、ポール・マッカ
ートニー、ジョージ・ハリスンの初来日公演も行きました。

高校生～

普通のロックを聴く一方で、プログレッシブロックも聴き出します。最初は、
YES の危機からでした。

その後

フロイド、ジェネシス、クリムゾン、EL&P 等も聴いて行くきます。キングレコ
ードユーロシリーズも発売され、PFM やオザンナ等聴くも、一旦停止。

その後も名古屋に来る外タレの Live に、行きまくる。プログレッシブロック系だと、EL&P２回、
YES３回、エイジア３回、スティーヴ・ハケット＆フレンズ、ルネッサンス、ジョン・ウェットン
に関しては、７回観ています。プログレッシブロック以外には、ストーンズ、シカゴ、イーグルス
等もかなり好きです。
● 音楽以外の趣味＝少しですが、ギター、ピアノの演奏をします。小動物カフェに行ったりもし
ます。亀を飼っています。
● カケレコへメッセージ＝カケレコさんは、お客様を大切にしています。買取価格も、販売価格
も良心的です。そして、良い作品は、色んな媒体で、紹介してくれます。独自の国内盤発売も、素
晴らしいと思います。今後も、このスタイルでお願いしたいと思います。
カケレコで出会った 1 枚
アングラガルドやムーン・サファリ
しばらく遠のいていた、キングレコードのユーロシリーズが入荷すれば、購入。
アングラガルドやムーン・サファリは、カケレコさんで教えて頂いたようなもの。
その他、プログレッシブロックの名盤と呼ばれる物で、国内盤発売があれば、帯
付で、ない場合は、輸入盤で揃えています。
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ぜひ聴いて欲しい 1 枚
ANYONE'S DAUGHTER『PIKTOR'S VERWANDLUNGEN』(1981)、
SFF『COLLECTED WORKS OF』、RAGNAROK『RAGNAROK』(1976)。
この辺りは、シンフォニック系で、聴きやすく飽きがこないアルバム。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
困ります。パッケージとしての CD は、ずーっとあって欲しい。

Ash

さん

東京都在住

60 代

カケレコ歴：閲覧歴 8 年、購入歴 2 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝[ジャンル]プログレッシヴロック[バンド]YES、King Crimson、
Pink Floyd、ELP、The Nice。プログレとの出会いはフロイドの「ウマグマ」それ以来、50 年以上
の付き合いになります。
● 音楽遍歴
9 歳 モンキーズ、ビートルズと出会い洋楽に目覚める
10 歳 ピンクフロイド「ウマグマ」購入「神秘」「ユージン」に衝撃を受ける｡キングクリムゾ
ン「クリムゾンキングの宮殿」購入、アルバムの素晴らしさに心酔｡ YES「The YES Album」
「こわれもの」。
12 歳 YES「危機」購入 この作品が決定的となって YES の大ファンとなる。これ以来、YES を
中心に King Crimson、Pink Floyd、ELP、The Nice 等を聴きまくり収集。現状所有して
いる LP、CD、LD、DVD の 8 割が上記のバンドが占めています
● 音楽以外の趣味＝色鉛筆画を最近始めました。昔から絵を描くのが好きです。
アニメ､映画鑑賞｡
● カケレコへメッセージ＝これからもレアな作品の販売を宜しくお願いします。
カケレコで出会った 1 枚
SOLARIS 『MARSBELI KRONIKAK』(1984)
これはドラマティックなサウンド！さすが、キングレコードのユーロピアンロ
ックコレクションシリーズ。素晴らしいチョイスです。

ぜひ聴いて欲しい 1 枚
KAYAK『SEE SEE THE SUN』(1973)
カヤックのデビュー作、最高に美しい奇跡の一枚です。ジャケットデザインも素
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晴らしく楽曲の美しさが想像できます。一曲目の「Reason For It All」からエン
ディングの「See See The Sun」まで。息つく間もなくカヤックの世界に引き込
まれていく

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
未だに LP が流通していますので、あまり考えたくはないです。中古市場はそのまま継続すると思
いますので、アナログ盤、CD の中古は取り扱いつつ、ハイレゾ音源の配信をして欲しい（レアな
音源）。MP3 の配信はどうでもいいです

dominos

さん

秋田県在住

60 代

カケレコ歴：ブロンズメダル 3 枚ゲット

● 好きなジャンル/アーティスト＝1970 年前後のロックです。プログレはもちろん、クリムゾン
は宮殿からリアルタイムで聴き、どっぷりとはまりました。
● 音楽遍歴
～中学生～
ビートルズ、ストーンズ他 R&B など、雑音が入るオールナイトニッポンを聞いて洋楽が好きに
なる。
～高校生（’６９～’７１ロック黄金狂時代）～
クリームのクロスロードに、ビートルズの次はこれと思ったが、すでに解散。クリームの次と期
待したブラインドフェイスは拍子抜け、ZEP のグッドタイムズ・バッドタイムズで次はこれと
確信。相当悩んで初めて買った LP がベガーズ・バンケット、なぜか UK オリジナル。宮殿に衝
撃、以後プログレ道をずぶずぶと邁進。
～社会人～
クラプトンの４６１を聴いて「終わった人～クロスロードとあまりに違う」と感じる。プラス、
70 年第後半、パンクが出てロックが一時嫌いになる。80 年後半、アル中から復活した EC があ
まりにもカッコよく、武道館へ。
～以後現在まで～
自分の原点である 70 年前後の狭くてディープな世界を探求しています。
● 音楽以外の趣味＝ドライブ、旅行です。
● カケレコへメッセージ＝単なる通販店でない。高額査定、いろいろな企画、リスナーをつなぐ、
まさに架け橋と感じます。今後も頑張ってください。
カケレコで出会った 1 枚
AFFINITY 『AFFINITY』(1970)
当時の音楽誌やラジオからの情報にはなかったバンドと思います。知りません
でした。ジャケットと音楽がこれほどカッコよく決まっているのはありません。
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ぜひ聴いて欲しい 1 枚
WISHBONE ASH『ARGUS』(1972)
物語を読んだような気分になります。これほど美しいロックはありません。ジャ
ケットも素晴らしい。カケレコさんも「世界のツインリード」で紹介してますが、
私も「剣を棄てろ」が一番好きな曲で、聴くたびに感動します。特に後半部分は
ツインリードの極致と思っていました。しかし、これはアンディ・パウエルの一
人ツインリード（多重録音）のようです。余計なことですが。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
レコードと同じように CD もなくなりません。我々のようにモノで所有しなければならない人間
がたくさんいます。

♪ 2019 年のカケレコ年間ベストセラー TOP3
1 位：MICHELE CONTA / ENDLESS NIGHTS
2 位：IN SPE / IN SPE
3 位：SOLARIS / NOSTRADAMUS 2.0 – RETURNITY

当時の出来事や人気記事など WEB マガジンで公開中！
「カケレコのあゆみ～2019 年編～」https://kakereco.com/magazine/?p=50800

クリスタルマウンテン

さん

東京都在住

50 代

カケレコ歴：10 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝プログレ軸に雑食状態です。Yes→Genesis からのロングジャ
ーニー継続中です。
● 音楽遍歴＝2013 年のミニコミ紙に遍歴は書かせて頂きました。
● 音楽以外の趣味＝ラグビー観戦とウォーキング。
● カケレコへメッセージ＝毎日の新着も、10 年前よりは中身が分かるようになりましたが、未だ
に何これ？こんなのあるんだ！のようなワクワク感は失われず、です。スペイン、イスラエル、南
米などの品揃えは、カケレコさんならでは。これからも、世界の音楽の架け橋であり続けて下さい。
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カケレコで出会った 1 枚
YONI RECHTER『INTENTIONS』(1979)
ジャケットのイメージそのままのピアノを軸とした弾き語り。ヘブライ語は全
く意味不明ですが、ボーカルの素晴らしさと雰囲気に波長が合えば一生モノだ
と思います。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
PAOLO RUSTICHELLI & CARLO BORDINI『OPERA PRIMA』(1973)
ジャケットで損して、ボーカルの野暮ったさで大損しているが、鍵盤大活躍、美
メロ満載の一枚。メロトロン好きにも。野暮ったいボーカルも、聴き込むと愛着
が湧いて来る不思議な魅力満載。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
発掘モノ中心にサブスク対応しつつ、CD のハード修理も手掛けながら、CD も販売し続けるこだ
わりのお店。

おにく

さん

東京都在住

60 代

カケレコ歴：18 年

● 好きなジャンル/アーティスト＝プログレはやはりキング・クリムゾン。宮殿、ポセイドンから
レッドまで第一期は宝物です。プログレでないアーティストのプログレな曲が好きです。ユーライ
ア・ヒープ「七月の朝」、ディープ・パープル「四月の協奏曲」、デヴィッド・ボウイ「スペース・
オディティ」、井上陽水「夜のバス」など。
● 音楽遍歴
高校生の頃、日本でヒットしていた、夢に消えるジュリア（ピンク・フロイド）、アムステルダム
の少年兵（アース・アンド・ファイアー）、サテンの夜（ムーディ・ブルース）知らずにプログレ
は聴いていたのです。それから（英）キング・クリムゾン、ピンク・フロイド（伊）PFM,アルテ
ィ・エ・メスティエリ（仏）タイフォン（独）ノヴァリス、
（旧東独）
（北欧）
（北米、南米）
（カナ
ダ）、間にブリティッシュ・フォーク、ボッサ、聞いてます。
● 音楽以外の趣味＝旅行が好きです。そして音楽も必ず一緒です。
● カケレコへメッセージ＝まだまだ知らない世界の音楽があると思います。期待しています。よ
ろしくお願いします。
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カケレコで出会った 1 枚
BAROCK PROJECT 『SKYLINE』(2015)
とにかく、圧倒的テクニック。加えてヴォーカルも演奏に負けず、すばらしい。
イタリアのプログレッシブロックの面目躍如。プログレというより音楽の完成
形。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
LAZAI I PEI 『STIZEMO』(1978)
ユーゴスラヴィアのグループ。この中の一曲

POSLIJE SVEGA は可愛い声の

女性ボーカルと LAZA RISTOVSKI の火をふくようなキーボード。メロディアス
とテクニックが共存する素晴らしい曲です。

Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
たぶんネット配信していると思いますが、５G で VR 映像を送っているとすごいですね。

67rockman

さん

秋田県在住

70 代

カケレコ歴：?年(ブランクがあったので)

● 好きなジャンル/アーティスト＝ロック全般(あらゆるジャンル)と歌謡曲全般です。
年齢からいくと多分、一番年長者ではないか？と恥ずかしいのですが、この年齢迄とうとう ROCK
を聴き続け、愛し続けてしまいました。若い頃は多分 JAZZ 等を嗜好しているのでは、と思ってい
ましたが、聴いたものの大袈裟にいうと魂が揺さぶられません！何か物足りないのです。JAZZ 等
聴き勉強不足なのでしょうが、哭き叫ぶヴォーカル、重いリフを刻み続けるファズギター、さりげ
ない鋭角的なリズムギター、瞬時に切れ込むスネアの快感等、このダイナミズムは ROCK でしか
味わえません。なだれ込むような音塊には思わず涙、涙の連続ですね。あしかけ 55 年も聴いてい
るのでアーティストは絞れ込めません。挙げれば数限りないほどです。
しかし、根っこの部分は、やはりビートルズでしょうか。60 歳を過ぎてから歌謡曲を良く聴くよ
うになりました。60、70 年代がメインです。とりわけ筒美京平氏の楽曲、編曲は ROCK と同等の
価値観です。
● 音楽遍歴
14 歳

デビュー時のビートルズと遭遇。それが音楽人生を変えた。

18 歳

「答えを風に求めて」学生街の喫茶店でディランを聴き、フォークを唄う。グループ
を結成。ＰＰＭ等反戦歌等をサークルで仲間と合唱。
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23 歳

社会人になりレコード屋へに日参。今思うと一番輝いていた時期の 70 年代ロックの
ど真ん中で、お小遣いの許す限りお目当てのレコを買いあさり聴き狂う。ゼップ、パ
ープル等の王道より小径に分け入り、むせび泣く。

30 歳

(1979 年)一年間、レコ屋に就職。業界の決まり事、日々の業務を学ぶ。

32 歳

独立し中古レコード店「ディスク・ショット」を母校近くの学生街に開店。以後、15
年に亘って営業を展開。(当時のレコ・マップにも載ってます)

48 歳

時代の趨勢を鑑み別ビジネスを展開。現在に至る。

● 音楽以外の趣味＝中学生以来、漫画家、劇画家になりたかったので漫画描きと脚本創作です。
30 歳の時、地方新聞に一年半くらい連載したこともあります。以来ブランクが多々あったものの
続いています。
● カケレコへメッセージ＝いつもお世話になっており感謝にたえません。来たるべきビジネスの
在り方を思案しておられるようですが、”一日一歩・・・三歩進んで二歩下がる”と言えば楽観的で
すが、あまりコンを詰めずに、来るべき課題を一つずつ解決していく、といった姿勢でいいのでは
ないでしょうか？出過ぎた言い方で申し訳ありませんでした。20 年かけて築いた資産はそうは簡
単には揺るがないと思います。次世代のお客様を大事に育てていくのも欠かせないお仕事と思い
ます。
カケレコで出会った 1 枚
A BAND CALLED O
カケレコさんでは韓国の BIG PINK さんの一連の諸作品が気にいっています。
最近は、当時雑誌で評価を見て下調べし、発売当日レコを店頭で即買った『バン
ド・コールド・オー』が 45 年もの歳月を超えて再び感動が蘇りました。数作あ
りますが甲乙はつけがたくお勧めです。緻密な構成のサウンド・プロダクション、
英らしい哀愁のメロ、一寸ファンキーな VO.文句ナシです。隠れリズムギターの
カッテキングが堪りません。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
A BAND CALLED O
前述の『バンド・コールド・オー』ですね。重複してしまいましたが、何故売れ
なかったのか、いや、このままで売れないでマニアライクで居てほしいとか、錯
綜します!(^^)!が是非聴いてみてください。各作品とても良い出来上がりです。
この種のバンドでは英のクローラーがいます。Ｐ・コゾフのバックストリート・
クローラーの残党ですが、彼が夭折した後、ジェフ・ホワイトホーンに代わってからの時代の二作
は、これぞブリィッシュ・ハードロックのいぶし銀みたいな音です。個人的には知る限りではＣＤ
化にはなっていないはずのジェフ・ホワイトホーンのソロ作のＣＤ化を切望しています。レコ当
時、東芝から出て手に入れた逸物です。
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Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
今も、往年で言えば、ウォークマンみたいな携帯する音楽が主流になってきていますが、時代には
あがなえないので、それはそれで置いておいて、今 40～50 世代の方の動向を見定めて策を練って
いくべきかと思います。ただ、レコが廃れて 30 年も経っているのに、現在、再び、若い方に見直
されてきて、リマスターされて復刻されているの現実があります。一概にＣＤがなくなるとかでな
く、複合化した音楽販売業に変貌していかねば、と思います。

Gia como 、Jak ko も

さん

神奈川県在住

59 歳

カケレコ歴：１年

● 好きなジャンル/アーティスト＝いちばん好きなのは 70 年代のプログレです。五大バンドをは
じめ世界各国のバンドをずいぶん聴きました。
● 音楽遍歴
14 歳のときクイーンから始まり、イエスを知り、プログレ者に。昔も今も幅広く聴く方なのであ
れこれ手を伸ばしますが、基本はブレずにプログレ。こんなに長い間聴き続けているとは自分でも
びっくりです。
● 音楽以外の趣味＝読書と飲食。プログレ＋本＋ワインが至福の時です。
● カケレコへメッセージ＝カケレコ歴はわずか１年ながら、数えてみるともう 60 枚以上私の手
元に来ました。新品ならとても買えない金額ですね。CD の紹介文、ブログ、ミニコミから「ロッ
ク探求のワクワク」が伝わってきます。迅速な対応や丁寧な検品と梱包にもいつも感心していま
す。これからもどうぞよろしくお願いします。
カケレコで出会った 1 枚
CAMEL『MOONDANCES』(DVD)
メル・コリンズとシンクレア在籍時の貴重なライヴ映像。クリムゾンやスクワイ
アのソロアルバム等、あちこちで素晴らしい演奏を聴かせてくれるメル。ずっと
好きでしたが、若き日の彼の映像を観たのは初めて。とにかくカッコイイ‼
一生大切にします。
ぜひ聴いて欲しい 1 枚
JAKKO M.JAKSZYK『BRUICED ROMANTIC GLEE CLUB』(2010)
近年のクリムゾンでもおなじみのジャッコのソロアルバムです。2 枚組で、参加
ミュージシャンも豪華。大人の音楽。
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Q. 今後 CD が流通しない時代が来るとして、カケレコはどんなお店になっていると思いますか？
考えてみたのですが思いつきません。そんな時代は来てほしくないです。

メキシ

さん

埼玉県在住

56 歳

カケレコ歴：10 年以上

● 好きなジャンル/アーティスト＝自分からすすんでロックを聴き始めたのは中学 1 年生の頃で
した。BEATLES,BOSTON,QUEEN,DEEP PURPLE などが大好きだったのですが、中学 3 年生の
ときに CAMEL の ｢Breathless｣ と出会い、そこからいわゆるプログレと言われるジャンルに目
が向きました。YES,CARAVAN,PINK FLOYD 等の定番を経て、キングレコードがヨーロッパのバ
ンドを精力的にリリースし始めた頃、FORMULA3,NEW TROLLS,ATOLL などの深みにハマりま
した。一生物の宝物は、AIN SOPH の｢妖精の森｣です。
● カケレコへメッセージ＝いつもお世話になっております。これからもよろしくお願いします。
カケレコで出会った 1 枚
ミズキ・ダ・ファンタジーア
ある日の注文時にサンプルＣＤを同梱していただきました。一聴して大ファン
に。ワクワク感 MAX のアーティストです。

ぜひ聴いて欲しい 1 枚
GIGI 『ILLUMINATED AUDIO』(2003)
エチオピアの女性アーティストです。エスニック感、ジャズ感、ヒーリング感す
べてを兼ね備えたまれに見る名盤。プログレファンに絶対のおすすめです。

♪ 2020 年のカケレコ年間ベストセラー TOP3
1 位：DAVID MINASIAN / SOUND OF DREAMS
2 位：MILLENIUM / SIN
3 位：SEGUE / HOLOGRAMS

当時の出来事や人気記事など WEB マガジンで公開中！
「カケレコのあゆみ～2020 年編～」https://kakereco.com/magazine/?p=50849
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≪文・

後藤秀樹 ≫

「Colum The Reflection」 担当

カケレコ 20 周年、おめでとうございます。パイパー･レコード時代からお世話になっているの
で、私も同じように歳を取ってきたことになります。当時、40 代だったので廃盤レコードを探し
ている真只中での出会いだったと記憶しています。そんな中で新たに CD 化されるものも多かっ
た時期でした。以前コラムの中でも触れましたが、パイパー･レコードでは英フォーク Heron の自
主制作盤がリストに載っていて、それらを注文しました。他では見かけなかったものです。後には、
Flawed Gems や Paisley Press 等の再発系レーベルがコンスタントに紹介されたことがありがた
かったですね。商品の中で特に忘れられないものが独 SSW の Arno Klaus の「An Tante Gertie In
Zons Am Rhien」です。その昔 Ohr レーベルでレコードを入手し、プログレではなかったものの
詩情溢れる世界が気に入っていたものです。CD 化されていることを知らずにカケレコ HP で見つ
けてすぐに注文しました。これは他で目にしたことはありません。今も宝物のひとつです。
当初は田中店長とのやり取りでしたが、その後スタッフも増えてネット･ショップとはいえども
フレンドリーな姿勢を貫いていることに深く感銘を受けています。商品注文の際も、買取りを依頼
したときの前後の対応についても毎度頭が下がります。これまでいただいた手書きのお便りなど
はすべて取ってありますし、連日送られるメルマガも保存して残してあります。(これもけっこう
な量になりました) 一度も顔を合わせたことのないスタッフの皆様ですが、やり取りをさせてい
ただくことが重なる度に身内のような感覚で連絡をさせていただくようになっています。
今回いただいたお題は「自分が CD 屋(レコード屋)をやるとしたら、こんな店にしたい」という
ものなのですが、これはけっこう難しい。大きなレコード店では多くのレコードが揃えられていて
便利だったのですが、中学生の頃、近くのスーパーにわずかに置かれていたレコードを眺めにいく
のが楽しみだったこともあり、小さくともそれなりのこだわりを持った店に惹かれています。(い
つもの思い出話！) 地方都市に住んでいるため、たまに東京や大阪に出かけた際に有名店に行き、
さすがの品揃えに驚きました。店の構えも様々でしたが、今はどうか分かりませんが西新宿の圧倒
的な様子には唖然としました。その後は各店から在庫リスト、廃盤リストを見てそこからリストア
ップすることが多くなりました。海外（特にヨーロッパ）に出かけるようになって、特に英国での
探索は面白く、やはり本場だと思いました。何より量が圧倒的な店が多く眺めるだけで時間があっ
という間に過ぎてしまいます。何軒も回るとさすがに疲れて棚の上に並べられた盤を見ることが
中心になってきます。やはりディスプレイにその店の特徴が出るので、そこに凝る店がいいと思い
ます。国内でも英国ロック、プログレ、ユーロ系を扱っている店であれば、ジャケットが並ぶだけ
でおおよその見当をつけることが出来るので、そこが重点でしょうか。
ただ、レコードから CD 時代になり、さらにネットでのダウンロード、ハイレゾ音源が広がって
います。これからは音楽を扱う店の形が変わってくるように心配されています。しかし、世の中に
これだけレコード、CD という「物」が行き渡った状況がある限りレコード、CD 店が消えること
はないでしょう。最近は私自身がネットでの探索が中心になってきていますが、やはりジャケット
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や紹介文、情報が掲載された店が重宝されます。そこにスタッフの人柄が滲み出る。お世辞抜きで
カケレコのようなネット･ショップが理想的です。今後もよろしくお願いします!!

＜後記＞
創業 20 周年記念冊子へのご投稿募集を開始したのが 2020 年 5 月 15 日。
「新型コロナウイルス
感染症緊急事態宣言」発令による自粛期間中でした。先行きが見えない不安な状況の中、募集を行
うか迷いましたが、喜びの声をいただき、多くの方にご投稿、ご寄稿いただきましたこと、この場
を借りて感謝申し上げます。ページ数の都合で、この冊子には全文を掲載できませんでしたが、完
全版の電子書籍を発行予定です。また、アーティスト名等にばらつきがございますが、できるだけ
原文のまま掲載いたしました。皆様の想いが詰まったこの冊子が、また新たな音楽との出会いの場
となれば嬉しいです。

カケハシ・レコード

＜ご投稿募集期間：2020 年 5 月 15 日～6 月 1 日

発行：2020 年 10 月＞

＜追記＞
創業 20 周年記念冊子発行から、4 カ月、皆様のご投稿を全文掲載した完全版を発行する事が出来
ました。募集から 1 年近く経っているので、ご投稿内容もやや懐かしいものとなっていると思い
ますが、あらためてお楽しみいただければ幸いです。
＜電子版

発行：2021 年 2 月＞
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